更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

28.5.20

変更

仕様書名
表紙（データ形式）

データ形式等仕様書

修正内容
日付を「平成２８年２月」から「平成２８年５月」へ修正
「１ ＸＭＬ構造に関する仕様書
(2) 送信データの構造 ハ 内容部分
(ﾊ) 帳票個別部分（独自）」の「表１－１ 帳票個別部分（独自）の属性」に
ついて、ソフト名欄を「作成ソフト名を属性として持つ。納税者等クライアン
トで使用するための情報。」から
「作成ソフト名を「ソフト名△会社名」の形式で持つ。納税者等クライアント
で使用するための情報。なお、既に「ソフト名△会社名」がセットされている
場合は作成元の情報は削除せず、半角セミコロン(;)を付与後、「ソフト名△会
社名」をセットする。
例

「ソフト名△会社名;ソフト名△会社名」

※△は半角スペースを意味する。
※同一ソフト名は追加でセットしないこと。
」へ修正

28.5.20

28.5.20

訂正

変更

データ形式等仕様書

データ形式等仕様書

「１ ＸＭＬ構造に関する仕様書
(2) 送信データの構造 ハ 内容部分
(ﾆ) 帳票面部分」の「表１－２ 帳票面部分の属性」について、属性名を「次
様番号」から「次葉番号」へ修正
「１ ＸＭＬ構造に関する仕様書
(2) 送信データの構造 ハ 内容部分
(ﾎ) 帳票個別部分（汎用）」の「表１－３ 汎用帳票の属性」について、ソフ
ト名欄を「作成ソフト名を属性として持つ。納税者等クライアントで使用する
ための情報。」から
「作成ソフト名を「ソフト名△会社名」の形式で持つ。納税者等クライアント
で使用するための情報。なお、既に「ソフト名△会社名」がセットされている
場合は作成元の情報は削除せず、半角セミコロン(;)を付与後、「ソフト名△会
社名」をセットする。
例

「ソフト名△会社名;ソフト名△会社名」

※△は半角スペースを意味する。
※同一ソフト名は追加でセットしないこと。
」へ修正

28.5.20

変更

データ形式等仕様書

「１ ＸＭＬ構造に関する仕様書
(2) 送信データの構造 ハ 内容部分
(ﾍ) 第三者作成の証明書等添付書類」の「表１－５ 第三者作成の証明書等添
付書類の属性」について、ソフト名欄を「作成ソフト名を属性として持つ。納
税者等クライアントで使用するための情報。」から
「作成ソフト名を「ソフト名△会社名」の形式で持つ。納税者等クライアント
で使用するための情報。なお、既に「ソフト名△会社名」がセットされている
場合は作成元の情報は削除せず、半角セミコロン(;)を付与後、「ソフト名△会
社名」をセットする。
例

「ソフト名△会社名;ソフト名△会社名」

※△は半角スペースを意味する。
※同一ソフト名は追加でセットしないこと。
」へ修正
「１ ＸＭＬ構造に関する仕様書
(2) 送信データの構造 ハ 内容部分
(ﾍ) 第三者作成の証明書等添付書類」の「表１－７ 送付書の属性」につい
て、「※タイプ属性、ロケータ属性を設定する場合、レベル３の「SOFUSHO」タ
グに名前空間宣言をすること。
名前空間プレフィックス：「xlink」
名前空間URI：「http://www.w3.org/1999/xlink」」を追加

28.5.20

変更

データ形式等仕様書

28.5.20

削除

手続一覧（申告）Ver80x

以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」「RSH0070」

28.5.20

削除

手続一覧（申告）Ver90x

以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」

28.5.20

削除

手続一覧（申告）Ver91x

以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver100x 「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver110x 「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」「RSH0070」

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver111x 「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」

28.5.20

削除

手続一覧（申告）Ver120x

28.5.20

削除

手続一覧（申告）Ver130x

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver131x 「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」「RSH0070」

以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO5100」「RHO6100」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」
「RHO8140」「RSH0070」
以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO5100」「RHO6100」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」
「RHO8140」「RSH0070」

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

削除

28.5.20

削除

28.5.20

削除

仕様書名

修正内容

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver132x 「RHO7070」
以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO0121」「RHO5100」「RHO6100」「RHO7070」「RHO7071」
手続一覧（申告）Ver140x 「RHO8100」「RHO8101」「RHO8110」「RHO8111」「RHO8140」「RHO8141」
「RSH0070」
以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver141x 「RSH0070」
以下の手続きIDを削除
「RHO0120」「RHO0121」「RHO5100」「RHO6100」「RHO7070」「RHO7071」
手続一覧（申告）Ver150x 「RHO8100」「RHO8101」「RHO8110」「RHO8111」「RHO8140」「RHO8141」
「RSH0070」

28.5.20

削除

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申告）Ver151x 「RHO0121」「RHO7071」「RHO8101」「RHO8111」「RHO8141」「RSH0070」

28.5.20

新規

手続一覧（申告）Ver160x

28.5.20

変更

手続一覧（申告）Ver160x

28.5.20

変更

手続一覧（申告）Ver160x

28.5.20

新規

手続一覧（申告）Ver161x

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
「RHO0011」「RHO0021」「RHO0031」「RHO0041」「RHO0051」
手続きID「RHO0061」のバージョン欄を「16.0.0」から「16.0.1」に修正
手続きID「RHO0061」の追加送信対象(バージョン)欄を「14.0.2
15.0.2
15.1.0」から「16.0.0」に修正
新規作成

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
手続一覧（申告）Ver161x 「RHO0011」「RHO0021」「RHO0031」「RHO0041」「RHO0051」「RHO0061」
「RHO0090」「RHO0095」「RHO0100」「RHO0105」

28.5.20

新規

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続一覧（申請）Ver150x 「PKO0420」「PLI0280」「PLI0420」「PLI0890」

28.5.20

新規

手続一覧（申請）Ver160x

新規作成

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
手続一覧（申請）Ver160x
「PKO0420」「PLI0280」「PLI0420」「PLI0890」

28.5.20

新規

28.5.20

新規

受信通知追加送信手続一
覧（申告）Ver160x

28.5.20

新規

受信通知追加送信手続一
覧（申告）Ver160x

28.5.20

新規

受信通知追加送信手続一
覧（申告）Ver161x

28.5.20

新規

受信通知追加送信手続一
覧（申告）Ver161x

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続内帳票対応表(申告）
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」「RSH0070」
Ver80x

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続内帳票対応表(申告）
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」
Ver90x

28.5.20

削除

以下の手続きIDを削除
手続内帳票対応表(申告）
「RHO0120」「RHO7070」「RHO8100」「RHO8110」「RHO8140」
Ver91x

28.5.20

新規

新規作成
以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
「RHO0121」
新規作成
以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
「RHO0121」

手続きID「RHO0011」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA111」「HOA115」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver160x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

新規

新規

新規

新規

仕様書名

修正内容

手続きID「RHO0021」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA111」「HOA115」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver160x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0031」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA121」「HOA125」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver160x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0041」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA121」「HOA125」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver160x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0051」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA131」「HOA135」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver160x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0061」様式ID「HOE701」の帳票名称欄を「別表十八 法人税法第
七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定
手続内帳票対応表(申告） による予定申告書」から「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規定による
Ver160x
予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」に修正

28.5.20

変更

28.5.20

変更

手続きID「RHO0061」様式ID「HOE701」のバージョン(様式)欄を「1.0」から
手続内帳票対応表(申告）
「1.1」に修正
Ver160x

28.5.20

変更

手続きID「RHO0061」のバージョン(手続き)欄を「16.0.0」から「16.0.1」に修
手続内帳票対応表(申告）
正
Ver160x

28.5.20

新規

28.5.20

新規

手続きID「RHO0121」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA115」「HOA125」「HOA135」「HOA201」「HOA317」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」
「HOB710」「HOB725」「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」
手続内帳票対応表(申告）
「HOD410」「HOE099」「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」
Ver160x
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」
「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」
「HOI100」「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」
「HOK010」「HOM090」「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続内帳票対応表(申告） 新規作成
Ver161x

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

仕様書名

修正内容

手続きID「RHO0011」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA111」「HOA115」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver161x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0021」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA111」「HOA115」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver161x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0031」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA121」「HOA125」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver161x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0041」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA121」「HOA125」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver161x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0051」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA131」「HOA135」「HOA201」「HOA317」「HOA410」「HOA420」「HOA430」
「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」「HOB710」「HOB725」
「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」「HOD410」「HOE099」
手続内帳票対応表(申告）
「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
Ver161x
「HOE370」「HOE381」「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」
「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」
「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0061」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
手続内帳票対応表(申告）
以下の様式IDを含む
Ver161x
「HOE701」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0090」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」
「HOB018」「HOB710」「HOB725」「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」
手続内帳票対応表(申告） 「HOC112」「HOE099」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」
「HOE360」「HOE381」「HOE910」「HOE930」「HOF010」「HOG010」「HOH010」
Ver161x
「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」
「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」
「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

新規

新規

新規

28.5.20

新規

28.5.20

削除

28.5.20

新規

28.5.20

新規

28.5.20

新規

28.5.20

新規

28.5.20

新規

仕様書名

修正内容

手続きID「RHO0095」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」
「HOB018」「HOB710」「HOB725」「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」
手続内帳票対応表(申告） 「HOC112」「HOE099」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」「HOE351」
「HOE360」「HOE381」「HOE910」「HOE930」「HOF010」「HOG010」「HOH010」
Ver161x
「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」「HOI030」
「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」
「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0100」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
手続内帳票対応表(申告） 以下の様式IDを含む
Ver161x
「HOE920」「HOE930」「HOE940」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0105」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
手続内帳票対応表(申告） 以下の様式IDを含む
Ver161x
「HOE920」「HOE930」「HOE940」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」
手続きID「RHO0121」を一覧に追加
バージョンは「16.1.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA115」「HOA125」「HOA135」「HOA201」「HOA317」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」「HOB016」「HOB018」
「HOB710」「HOB725」「HOB730」「HOB800」「HOC060」「HOC110」「HOC112」
手続内帳票対応表(申告） 「HOD410」「HOE099」「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE341」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE381」「HOE930」「HOE940」「HOE990」
Ver161x
「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」
「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」
「HOI150」「HOI160」「HOK010」「HOM090」「HOM120」「HOM130」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」
以下の手続きIDを削除
手続内帳票対応表(申請）
「PKO0420」「PLI0280」「PLI0420」「PLI0890」
Ver150x
手続内帳票対応表(申請） 新規作成
Ver160x
手続きID「PKO0420」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
手続内帳票対応表(申請） 「KOZ280」「TEA060」「KOA110」「KOA120」「KOA130」「KOA210」「KOA220」
「KOA230」「KOA240」「KOB010」「KOB550」「KOC080」「KOA080」「KOB560」
Ver160x
「KOB100」「TEG100」「TEG101」「TEG102」「TEG103」「TEG200」「TEG201」
「TEG202」「TEG400」「TEG401」「TEG402」「TEG403」「TEG500」「TEG600」
手続きID「PLI0280」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
手続内帳票対応表(申請）
以下の様式IDを含む
Ver160x
「LIY270」
手続きID「PLI0420」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
手続内帳票対応表(申請） 以下の様式IDを含む
Ver160x
「LIY300」「LIY310」「LIY320」「LIY330」「LIY340」「LIY350」「LIY360」
「LIY370」
手続きID「PLI0890」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
手続内帳票対応表(申請）
以下の様式IDを含む
Ver160x
「LIZ140」「LIZ141」「LIZ142」「LIZ143」
様式ID「HOE701」の帳票名称欄を「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規
定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書」
から「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法
人税法第十六条第一項の規定による予定申告書(平成28年1月1日以後開始事業年
度分)」に修正

28.5.20

変更

対象帳票一覧（申告）
Ver1x

28.5.20

変更

対象帳票一覧（申告）
Ver1x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver2x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「2.0」
「HOA317」「HOB016」「HOB018」「HOE381」「HOE701」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver3x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「3.0」
「HOA115」「HOA125」「HOA135」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver4x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「4.0」
「HOA111」「HOA121」「HOA131」「HOB730」「HOE990」

様式ID「HOE701」のバージョン欄を「1.0」から「1.1」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver5x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「5.0」
「HOA111」「HOA121」「HOA131」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver7x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「7.0」
「HOB710」「HOE099」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver8x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「8.0」
「HOC110」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver9x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「9.0」
「HOC112」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver11x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「11.0」
「HOC060」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver12x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「12.0」
「HOB800」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver13x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「13.0」
「HOE200」

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver15x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申告）
Ver15x

28.5.20

削除

対象帳票一覧（申請）
Ver2x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申請）
Ver3x

28.5.20

削除

対象帳票一覧（申請）
Ver3x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申請）
Ver4x

28.5.20

削除

対象帳票一覧（申請）
Ver4x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申請）
Ver5x

28.5.20

削除

対象帳票一覧（申請）
Ver5x

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申請）
Ver6x

28.5.20

削除

28.5.20

新規

28.5.20

新規

対象帳票一覧（申請）
Ver13x

28.5.20

新規

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

28.5.20

変更

仕様書名

対象帳票一覧（申請）
Ver12x
対象帳票一覧（申請）
Ver13x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

修正内容

新規作成
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「15.0」
「HOA410」「HOA420」「HOA430」
以下の様式IDを削除
「LIY270」
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「3.0」
「LIY270」
以下の様式IDを削除
「LIY300」
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「4.0」
「LIY300」
以下の様式IDを削除
「LIZ142」
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「5.0」
「LIZ142」
以下の様式IDを削除
「LIZ141」
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「6.0」
「LIZ141」
ファイルを削除
新規作成
以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「13.0」
「KOZ280」
新規作成
項番「1」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

修正内容
項番「2」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「3」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「4」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「4」の転記先様式ID「HOA111」の転記元様式ID「HOA317」の帳票名称を
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(平
成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」
に修正
項番「5」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「5」の転記先様式ID「HOA111」の転記元様式ID「HOA317」の帳票名称を
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(平
成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」
に修正
項番「6」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「7」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「8」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「9」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

修正内容
項番「10」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「11」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「12」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「13」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「14」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「15」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「16」の転記先様式ID「HOA115」の転記元様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「17」の転記先様式ID「HOA115」の転記元様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
に修正
項番「18」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

修正内容
項番「19」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「20」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「21」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「22」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「23」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「24」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「25」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「26」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「27」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「28」の転記先様式ID「HOA125」の転記元様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「29」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
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28.5.20

28.5.20
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28.5.20
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変更
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変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x
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帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver160x
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帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

修正内容
項番「30」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「31」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「32」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「33」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「34」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「35」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「36」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「37」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「38」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「39」の転記先様式ID「HOA135」の転記元様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
に修正
項番「40」の転記先様式ID「HOA317」の帳票名称を
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(平
成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」
に修正
項番「41」の転記先様式ID「HOA317」の帳票名称を
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(平
成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から
「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」
に修正
新規作成

備考

更 新 履 歴
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28.5.20

28.5.20
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変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

修正内容
項番「1」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「2」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「3」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「4」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「5」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「6」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「7」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「8」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「9」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

修正内容
項番「10」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「11」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「12」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「13」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「14」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「15」の転記先様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「16」の転記先様式ID「HOA115」の転記元様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「17」の転記先様式ID「HOA115」の転記元様式ID「HOA111」の帳票名称を
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1月1日以後開始事
業年度分)」
から
「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除
く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」
に修正
項番「18」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

修正内容
項番「19」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「20」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「21」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「22」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「23」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「24」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「25」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「26」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「27」の転記先様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「28」の転記先様式ID「HOA125」の転記元様式ID「HOA121」の帳票名称を
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を
除く。)及び協同組合等の分」
に修正
項番「29」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

更新区分

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

変更

仕様書名

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

変更

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

変更

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

変更

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

変更

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

変更

帳票間項目チェック（法
人税申告）Ver161x

28.5.20

削除

28.5.20

新規

XML構造設計書(所得-申
請)Ver12x
XML構造設計書(所得-申
請)Ver13x

修正内容
項番「30」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「31」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「32」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「33」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「34」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「35」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「36」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「37」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「38」の転記先様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「39」の転記先様式ID「HOA135」の転記元様式ID「HOA131」の帳票名称を
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」
から
「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」
に修正
項番「54」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)名又は項目名「[1]所得
金額又は欠損金額」の行を追加
項番「55」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)名又は項目名「[1]所得
金額又は欠損金額」の行を追加
項番「56」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)名又は項目名「[15]欠
損金又は災害損失金等の当期控除額」の行を追加
項番「57」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)名又は項目名「[16]翌
期へ繰り越す欠損金又は災害損失金」の行を追加
ファイルを削除
新規作成

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

28.5.20

削除

28.5.20

新規

28.5.20

新規

28.5.20

変更

仕様書名
XML構造設計書(所得-申
請)Ver13x

修正内容
様式ID「KOZ280」のバージョンを「12.0」から「13.0」に修正し、XML構造設計
書を追加

帳票フィールド仕様書(所 ファイルを削除
得-申請)Ver12x
帳票フィールド仕様書(所 新規作成
得-申請)Ver13x
様式ID「KOZ280」のバージョンを「12.0」から「13.0」に修正し、帳票フィー
帳票フィールド仕様書(所
ルド仕様書を追加
得-申請)Ver13x
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE701」のバージョンを「1.0」から「1.1」に修正
様式ID「HOE701(Ver1.1)」の帳票名称を「別表十八 法人税法第七十一条第一
項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申
告書」から「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・
地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書(平成28年1月1日以後開始
事業年度分)」に修正

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

様式ID「HOB016(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六(一) 所得税額の控除に関す
る明細書(平成28年1月1日以後終了事業年度分)」から「別表六(一) 所得税額
の控除に関する明細書」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

様式ID「HOB016(Ver2.0)」のタグ名「HOB016」の要素内容を「別表六(一) 所
得税額の控除に関する明細書(平成28年1月1日以後終了事業年度分)」から「別
表六(一) 所得税額の控除に関する明細書」に修正

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

28.5.20

28.5.20

様式ID「HOE701(Ver1.1)」のタグ名「HOE701」の要素内容を「別表十八 法人
税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項
の規定による予定申告書」から「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規定
による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書(平成
28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOE701(Ver1.1)」にタグ名「RZA00075」,レベル「05」,要素内容「法
人番号」,共通ボキャブラリまたはデータ型「bango」,最小「0」,IDREF属性
「NOZEISHA_BANGO」を行追加
様式ID「HOA317」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA317(Ver2.0)」の帳票名称を「別表三(一) 特定同族会社の留保金
額に対する税額の計算に関する明細書(平成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細
書」に修正
様式ID「HOA317(Ver2.0)」のタグ名「HOA317」の要素内容を「別表三(一) 特
定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(平成27年8月10日以
後終了事業年度分)」から「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額
の計算に関する明細書」に修正
様式ID「HOA317(Ver2.0)」のタグ名「BOB00070」の要素内容を「法人税額、地
方法人税額及び復興特別法人税額」から「法人税額及び地方法人税額」に修正
様式ID「HOB016」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、XML構造設計書
を追加

様式ID「HOB018」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOB018(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六(一)付表 所得税額の控除に
係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書(平成28年1月1日以後終了事業年
度分)」から「別表六(一)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算
等に関する明細書」に修正
様式ID「HOB018(Ver2.0)」のタグ名「HOB018」の要素内容を「別表六(一)付表
所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書(平成28年1月1
日以後終了事業年度分)」から「別表六(一)付表 所得税額の控除に係る元本所
有期間割合の計算等に関する明細書」に修正
様式ID「HOE381」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOE381(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十六(十) 資産に係る控除対象
外消費税額等の損金算入に関する明細書(平成27年10月1日以後終了事業年度
分)」から「別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関す
る明細書」に修正
様式ID「HOE381(Ver2.0)」のタグ名「HOE381」の要素内容を「別表十六(十)
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書(平成27年10月1日
以後終了事業年度分)」から「別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等
の損金算入に関する明細書」に修正
様式ID「HOE701」のバージョンを「1.1」から「2.0」に修正し、XML構造設計書
を追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOE701(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十八 法人税法第七十一条第一
項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申
告書(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」から「別表十八 法人税法第七十
一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定によ
る予定申告書」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

様式ID「HOA115(Ver3.0)」にタグ名「ZCB00087」,レベル「05」,要素内容
「(49)の23.9％又は23.4％相当額 区分」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kubun」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

様式ID「HOA115(Ver3.0)」のタグ名「ZCB00090」の要素内容を「(49)の25.5％
又は23.9％相当額 金額」から「(49)の23.9％又は23.4％相当額 金額」に修
正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

様式ID「HOA115(Ver3.0)」にタグ名「ZCB00107」,レベル「05」,要素内容「法
人税額(51)の23.9％又は23.4％相当額 区分」,共通ボキャブラリまたはデータ
型「kubun」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

様式ID「HOA115(Ver3.0)」のタグ名「ZCB00110」の要素内容を「法人税額(51)
の25.5％又は23.9％相当額 金額」から「法人税額(51)の23.9％又は23.4％相
当額 金額」に修正

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver3x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

様式ID「HOE990(Ver4.0)」のタグ名「HOE990」の要素内容を「事業年度分の適
用額明細書」から「事業年度分の適用額明細書(平成28年1月1日以後開始事業年
度分)」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver4x

様式ID「HOE990(Ver4.0)」にタグ名「MAA00115」,レベル「05」,要素内容「法
人番号」,共通ボキャブラリまたはデータ型「bango」,最小「0」,IDREF属性
「NOZEISHA_BANGO」を行追加

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

様式ID「HOE701(Ver2.0)」のタグ名「RZA00075」,要素内容「法人番号」を行削
除
様式ID「HOE701(Ver2.0)」のタグ名「HOE701」の要素内容を「別表十八 法人
税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項
の規定による予定申告書(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」から「別表十
八 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六
条第一項の規定による予定申告書」に修正
様式ID「HOA115」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のタグ名「ZCB00085」,要素内容「(49)の25.5％又は
23.9％相当額 区分」を行削除
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のタグ名「ZCB00105」,要素内容「法人税額(51)の
25.5％又は23.9％相当額 区分」を行削除

様式ID「HOA125」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA135」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA111」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA111(Ver4.0)」のタグ名「ZBA00160」の要素内容を「一般社団・財
団法人の区分」から「一般社団・財団法人のうち非営利型法人に該当するも
の」に修正
様式ID「HOA121」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA131」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOB730」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOB730(Ver4.0)」のタグ名「YCB00105」,要素内容「所得金額差引計
区分」を行削除
様式ID「HOB730(Ver4.0)」のタグ名「YCB00110」の要素内容を「所得金額差引
計 金額」から「所得金額差引計」に修正
様式ID「HOE990」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOE990(Ver4.0)」の帳票名称を「事業年度分の適用額明細書」から
「事業年度分の適用額明細書(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正

様式ID「HOA111」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、XML構造設計書
を追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

28.5.20

更新区分

変更

仕様書名

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

修正内容
様式ID「HOA111(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(一) 各事業年度の所得に係
る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない
社団等の分」から「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特
定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA111(Ver5.0)」のタグ名「HOA111」の要素内容を「別表一(一) 各
事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法
人等及び人格のない社団等の分」から「別表一(一) 各事業年度の所得に係る
申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社
団等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOE099(Ver7.0)」のタグ名「WWB00240」の要素内容を「国外関連者に
対する寄附金額」から「国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部
寄附金額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOE099(Ver7.0)」のタグ名「WWB00280」の要素内容を「国外関連者に
対する寄附金額」から「国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部
寄附金額」に修正

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

様式ID「HOA111(Ver5.0)」にタグ名「ZBA00075」,レベル「05」,要素内容「法
人番号」,共通ボキャブラリまたはデータ型「bango」,最小「0」,IDREF属性
「NOZEISHA_BANGO」を行追加
様式ID「HOA121」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA121(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(二) 各事業年度の所得に係
る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」から「別
表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除
く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA121(Ver5.0)」のタグ名「HOA121」の要素内容を「別表一(二) 各
事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組
合等の分」から「別表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一
般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度
分)」に修正
様式ID「HOA121(Ver5.0)」にタグ名「ZDA00075」,レベル「05」,要素内容「法
人番号」,共通ボキャブラリまたはデータ型「bango」,最小「0」,IDREF属性
「NOZEISHA_BANGO」を行追加
様式ID「HOA131」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOA131(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(三) 各事業年度の所得に係
る申告書-特定の医療法人の分」から「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申
告書-特定の医療法人の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA131(Ver5.0)」のタグ名「HOA131」の要素内容を「別表一(三) 各
事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分」から「別表一(三) 各事業
年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分(平成28年1月1日以後開始事業年
度分)」に修正
様式ID「HOA131(Ver5.0)」にタグ名「ZFA00075」,レベル「05」,要素内容「法
人番号」,共通ボキャブラリまたはデータ型「bango」,最小「0」,IDREF属性
「NOZEISHA_BANGO」を行追加
様式ID「HOB710」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOB710(Ver7.0)」のタグ名「MCB00006」,要素内容「区分」を行削除
様式ID「HOB710(Ver7.0)」にタグ名「MCB00007」,レベル「06」,要素内容「区
分」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加
様式ID「HOE099」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正し、XML構造設計書
を追加

様式ID「HOC110」のバージョンを「7.0」から「8.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00265」,要素内容「経過措置の適用を
受ける場合 金額」を行削除
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00455」,要素内容「経過措置の適用を
受ける場合 金額」を行削除
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00330」の要素内容を「（21）の個別
評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入
額」から「（20）の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価
金銭債権に係る損金算入額」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

28.5.20

28.5.20

修正内容

備考

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00340」の要素内容を「（22）に係る
売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」か
ら「（21）に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れ
となった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00350」の要素内容を「（22）に係る
売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった
金額」から「（21）に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となっ
た場合のその対象となった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00360」の要素内容を「（23）又は
（24）に金額の記載がある場合の（22）の金額」から「（22）又は（23）に金
額の記載がある場合の（21）の金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00520」の要素内容を「（21）の個別
評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入
額」から「（20）の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価
金銭債権に係る損金算入額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00530」の要素内容を「（22）に係る
売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」か
ら「（21）に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れ
となった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00540」の要素内容を「（22）に係る
売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった
金額」から「（21）に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となっ
た場合のその対象となった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のタグ名「FFB00550」の要素内容を「（23）又は
（24）に金額の記載がある場合の（22）の金額」から「（22）又は（23）に金
額の記載がある場合の（21）の金額」に修正
様式ID「HOC112」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CNB00110」,要素内容「経過措置の適用を
受ける場合の繰入限度額」を行削除
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CNB00130」,要素内容「金額」を行削除

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CNC00020」の要素内容を「(11)/前3年内
事業年度における事業年度及び連結事業年度の数」から「(10)/前3年内事業年
度における事業年度及び連結事業年度の数」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CNC00090」の要素内容を「(17)*12/前3年
内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計」から「(16)*12/
前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

28.5.20

28.5.20

28.5.20

変更

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CND00010」,要素内容「明細
の最大を「6」から「7」に修正

繰り返し」

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CND00050」の要素内容を「(20)のうち税
務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの
額」から「(19)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権
等に該当しないものの額」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CND00130」の要素内容を「(20)のうち税
務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの
額」から「(19)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権
等に該当しないものの額」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のタグ名「CNE00010」の要素内容を「平成10年4月1
日から平成12年3月31日まで又は平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間
に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額」から「平成27年4月
1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権
の額の合計額」に修正
様式ID「HOC060」のバージョンを「10.0」から「11.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
様式ID「HOC060(Ver11.0)」の帳票名称を「別表十(六) 社会保険診療報酬に係
る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除
及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」から「別表十
(六) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に
係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入
に関する明細書」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「HOC060」の要素内容を「別表十(六) 社
会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は
連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細
書」から「別表十(六) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人
の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負
担金等の損金算入に関する明細書」に修正

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver11x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

修正内容
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「CIC00000」の要素内容を「2 農業生産
法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書」から
「2 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関
する明細書」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「CIF00020」の要素内容を「基金に係る法
人名
」から「基金に係る法人名」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「CIF00030」の要素内容を「基金の名称
」から「基金の名称」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「CIF00040」の要素内容を「告示番号
」から「告示番号」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のタグ名「CIF00070」の要素内容を「当期に支出し
た負担金等の額
」から「当期に支出した負担金等の額」に修正
様式ID「HOB800」のバージョンを「11.0」から「12.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00053」,要素内容「特別利子の額」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00100」,要素内容「その他株式等」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00110」,要素内容「受取配当等の
額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00120」,要素内容「負債利子等の額
の計算」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00130」,要素内容「期末その他株式
等の帳簿価額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00140」,要素内容「受取配当等の額
から控除する負債利子等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00042」,要素内容「特別利子の額」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00049」,要素内容「平成22年４月１
日から平成24年３月31日まで又は平成27年４月１日から平成29年３月31日まで
の間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額 区分」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00090」,要素内容「その他株式等」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00100」,要素内容「受取配当等の
額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00110」,要素内容「負債利子等の額
の計算」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00120」,要素内容「平成22年４月１
日から平成24年３月31日までの間に開始した各事業年度のその他株式等に係る
負債利子等の額の合計額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00130」,要素内容「負債利子控除割
合」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00140」,要素内容「受取配当等の額
から控除する負債利子等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00055」,要素内容「株式及び出資
等」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00060」,要素内容「受益権の帳簿価
額*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00125」,要素内容「株式及び出資
等」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00130」,要素内容「受益権の帳簿価
額*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00195」,要素内容「株式及び出資
等」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00200」,要素内容「受益権の帳簿価
額*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00010」の要素内容を「関係法人株式
等又は関連法人株式等」から「関連法人株式等」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00160」の要素内容を「国外支配株主
等に係る負債の利子等の損金不算入額又は関連者等に係る支払利子等の損金不
算入額」から「国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等
に係る支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応
する負債の利子の損金不算入額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBB00080」の要素内容を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBB00180」,レベル「05」,要素内容「そ
の他株式等に係る受取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00010」の要素内容を「関係法人株式
等又は関連法人株式等」から「関連法人株式等」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00160」の要素内容を「国外支配株主
等に係る負債の利子等の損金不算入額又は関連者等に係る支払利子等の損金不
算入額」から「国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等
に係る支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応
する負債の利子の損金不算入額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00050」の要素内容を「平成22年４月
１日から平成24年３月31日まで又は平成27年４月１日から平成29年３月31日ま
での間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額 金額」から「平成27
年４月１日から平成29年３月31日までの間に開始した各事業年度の負債利子等
の額の合計額」に修正

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBC00180」,レベル「05」,要素内容「そ
の他株式等に係る受取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00050」の要素内容を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00120」の要素内容を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBD00190」の要素内容を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

様式ID「HOB800(Ver12.0)」のタグ名「CBC00060」の要素内容を「同上の各事業
年度の関係法人株式等又は関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額」か
ら「同上の各事業年度の関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額」に修
正

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00000」,レベル「04」,要素内容「受
取配当等の額の明細」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00010」,レベル「05」,要素内容「完
全子法人株式等」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00020」,レベル「06」,要素内容「明
細 繰り返し」,最小「0」,最大「2」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00030」,レベル「07」,要素内容「法
人名」,共通ボキャブラリまたはデータ型「name」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00040」,レベル「07」,要素内容「本
店の所在地」,共通ボキャブラリまたはデータ型「address」,最小「0」を行追
加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00050」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額の計算期間」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00060」,レベル「08」,要素内容
「自」,共通ボキャブラリまたはデータ型「yymmdd」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00070」,レベル「08」,要素内容
「至」,共通ボキャブラリまたはデータ型「yymmdd」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00080」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00090」,レベル「06」,要素内容
「計」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00100」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00190」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00200」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00210」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00230」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00240」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00250」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00290」,レベル「07」,要素内容「本
店の所在地」,共通ボキャブラリまたはデータ型「address」,最小「0」を行追
加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00300」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00310」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00320」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

仕様書名

修正内容
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00110」,レベル「05」,要素内容「関
連法人株式等」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00120」,レベル「06」,要素内容「明
細 繰り返し」,最小「0」,最大「2」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00130」,レベル「07」,要素内容「法
人名」,共通ボキャブラリまたはデータ型「name」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00140」,レベル「07」,要素内容「本
店の所在地」,共通ボキャブラリまたはデータ型「address」,最小「0」を行追
加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00150」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額の計算期間」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00160」,レベル「08」,要素内容
「自」,共通ボキャブラリまたはデータ型「yymmdd」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00170」,レベル「08」,要素内容
「至」,共通ボキャブラリまたはデータ型「yymmdd」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00180」,レベル「07」,要素内容「保
有割合」,共通ボキャブラリまたはデータ型「string(10)」,最小「0」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00220」,レベル「06」,要素内容
「計」,最小「0」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00260」,レベル「05」,要素内容「そ
の他株式等」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00270」,レベル「06」,要素内容「明
細 繰り返し」,最小「0」,最大「2」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00280」,レベル「07」,要素内容「法
人名」,共通ボキャブラリまたはデータ型「name」,最小「0」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00330」,レベル「06」,要素内容
「計」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00340」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00350」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00360」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00390」,レベル「07」,要素内容「法
人名又は銘柄」,共通ボキャブラリまたはデータ型「string(30)」,最小「0」を
行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00400」,レベル「07」,要素内容「本
店の所在地」,共通ボキャブラリまたはデータ型「address」,最小「0」を行追
加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00430」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00440」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00450」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00470」,レベル「07」,要素内容「受
取配当等の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00480」,レベル「07」,要素内容「左
のうち益金の額に算入される金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00490」,レベル「07」,要素内容「益
金不算入の対象となる金額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最
小「0」を行追加

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver13x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

様式ID「HOA410(Ver15.0)」のタグ名「AQC00010」の要素内容を「損金経理をし
た法人税、地方法人税及び復興特別法人税（附帯税を除く。）」から「損金経
理をした法人税及び地方法人税（附帯税を除く。）」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

様式ID「HOA410(Ver15.0)」のタグ名「AQI00000」の要素内容を「法人税額から
控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」
から「法人税額から控除される所得税額」に修正

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

様式ID「HOA420(Ver15.0)」のタグ名「ARC00010」の要素内容を「損金経理をし
た法人税、地方法人税及び復興特別法人税（附帯税を除く。）」から「損金経
理をした法人税及び地方法人税（附帯税を除く。）」に修正

28.5.20

変更

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

様式ID「HOA420(Ver15.0)」のタグ名「ARI00000」の要素内容を「法人税額から
控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」
から「法人税額から控除される所得税額」に修正

仕様書名

修正内容

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00370」,レベル「05」,要素内容「非
支配目的株式等」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00380」,レベル「06」,要素内容「明
細 繰り返し」,最小「0」,最大「2」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00410」,レベル「07」,要素内容「基
準日」,共通ボキャブラリまたはデータ型「yymmdd」,最小「0」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00420」,レベル「07」,要素内容「保
有割合」,共通ボキャブラリまたはデータ型「string(10)」,最小「0」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」にタグ名「CBG00460」,レベル「06」,要素内容
「計」,最小「0」を行追加

様式ID「HOE200」のバージョンを「12.0」から「13.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
新規作成
様式ID「HOA410」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
様式ID「HOA410(Ver15.0)」のタグ名「AQI00005」,要素内容「区分」を行削除

様式ID「HOA420」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のタグ名「ARI00005」,要素内容「区分」を行削除

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

XML構造設計書（法人-申
告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

仕様書名

修正内容
様式ID「HOA430」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、XML構造設計
書を追加
様式ID「HOE701」のバージョンを「1.0」から「1.1」に修正
様式ID「HOE701(Ver1.1)」の帳票名称を「別表十八 法人税法第七十一条第一
項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申
告書」から「別表十八 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・
地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書(平成28年1月1日以後開始
事業年度分)」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE701(Ver1.1)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番号」,書
式「9999999999999」,XMLタグ「RZA00075」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」を行
追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE701(Ver1.1)」のXMLタグ「RZF00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平××・××・××」表示（漢数字）」から
「「平二十八・七・一」表示」に修正

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

様式ID「HOA317」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA317(Ver2.0)」の帳票名称を「別表三(一) 特定同族会社の留保金
額に対する税額の計算に関する明細書(平成27年8月10日以後終了事業年度分)」
から「別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細
書」に修正
様式ID「HOA317(Ver2.0)」のXMLタグ「BOB00070」の項目名を「法人税額、地方
法人税額及び復興特別法人税額」から「法人税額及び地方法人税額」に修正
様式ID「HOA317(Ver2.0)」のXMLタグ「BOI00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「平成27年度申告の場合は、「平二十七・八・十」表
示
平成28年度申告以降の場合は、「平××・××・××」表示（漢数字）」から
「「平××・××・××」表示（漢数字）」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

様式ID「HOB016(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六(一) 所得税額の控除に関す
る明細書(平成28年1月1日以後終了事業年度分)」から「別表六(一) 所得税額
の控除に関する明細書」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

様式ID「HOB016(Ver2.0)」のXMLタグ「FZE00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・一・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver2x

様式ID「HOB016」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加

様式ID「HOB018」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOB018(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六(一)付表 所得税額の控除に
係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書(平成28年1月1日以後終了事業年
度分)」から「別表六(一)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算
等に関する明細書」に修正
様式ID「HOB018(Ver2.0)」のXMLタグ「GAD00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・一・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正
様式ID「HOE381」のバージョンを「1.0」から「2.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOE381(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十六(十) 資産に係る控除対象
外消費税額等の損金算入に関する明細書(平成27年10月1日以後終了事業年度
分)」から「別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関す
る明細書」に修正
様式ID「HOE381(Ver2.0)」のXMLタグ「FXD00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十七・十・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示(漢数字)」に修正
様式ID「HOE701」のバージョンを「1.1」から「2.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOE701(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十八 法人税法第七十一条第一
項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申
告書(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」から「別表十八 法人税法第七十
一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定によ
る予定申告書」に修正
様式ID「HOE701(Ver2.0)」のXMLタグ「RZA00075」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番
号」を行削除
様式ID「HOE701(Ver2.0)」のXMLタグ「RZF00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・七・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

仕様書名

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver3x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

修正内容
様式ID「HOA115」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00085」,項目名「(49)の25.5％又は
23.9％相当額 区分」を行削除
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00105」,項目名「法人税額(51)の
25.5％又は23.9％相当額 区分」を行削除
様式ID「HOA115(Ver3.0)」に入力型「区分」,帳票項番「53」,項目名「(49)の
23.9％又は23.4％相当額 区分」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1:23.9％
2:23.4％」,計算／備考「デフォルト「1:23.9％」表示」,XMLタグ「ZCB00087」
を行追加
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00090」の項目名を「(49)の25.5％又
は23.9％相当額 金額」から「(49)の23.9％又は23.4％相当額 金額」に修正
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00090」,項目名「(49)の23.9％又は
23.4％相当額 金額」の計算／備考を「【計算】
ZCB00085が「1:25.5％」の場合、
ZCB00050×25.5％（円未満切捨て）
ZCB00085が「2:23.9％」の場合、
ZCB00050×23.9％（円未満切捨て）」から「【計算】
ZCB00087が「1:23.9％」の場合、
ZCB00050×23.9％（円未満切捨て）
ZCB00087が「2:23.4％」の場合、
ZCB00050×23.4％（円未満切捨て）」に修正
様式ID「HOA115(Ver3.0)」に入力型「区分」,帳票項番「55」,項目名「法人税
額(51)の23.9％又は23.4％相当額 区分」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲
「1:23.9％
2:23.4％」,計算／備考「デフォルト「1:23.9％」表示」,XMLタグ「ZCB00107」
を行追加
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00110」の項目名を「法人税額(51)の
25.5％又は23.9％相当額 金額」から「法人税額(51)の23.9％又は23.4％相当
額 金額」に修正
様式ID「HOA115(Ver3.0)」のXMLタグ「ZCB00110」,項目名「法人税額(51)の
23.9％又は23.4％相当額 金額」の計算／備考を「【計算】
ZCB00105が「1:25.5％」の場合、
ZCB00070×25.5％（円未満切捨て）
ZCB00105が「2:23.9％」の場合、
ZCB00070×23.9％（円未満切捨て）」から「【計算】
ZCB00107が「1:23.9％」の場合、
ZCB00070×23.9％（円未満切捨て）
ZCB00107が「2:23.4％」の場合、
ZCB00070×23.4％（円未満切捨て）」に修正
様式ID「HOA125」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA135」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA111」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA111(Ver4.0)」のXMLタグ「ZBA00160」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「一般社
団・財団法人の区分」から「一般社団・財団法人のうち非営利型法人に該当す
るもの」に修正
様式ID「HOA111(Ver4.0)」のXMLタグ「ZBA00160」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「一般社
団・財団法人のうち非営利型法人に該当するもの」の値の範囲を「1:非営利型
法人
2:普通法人」から「1:該当
2:非該当」に修正
様式ID「HOA111(Ver4.0)」のXMLタグ「ZBD00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・一・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正
様式ID「HOA111」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加
様式ID「HOA121」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA121(Ver4.0)」のXMLタグ「ZDD00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・一・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正
様式ID「HOA121」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver4x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver5x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

仕様書名

修正内容
様式ID「HOA131」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA131(Ver4.0)」のXMLタグ「ZFD00000」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業
年度等」の計算／備考を「「平二十八・一・一」表示」から「「平××・×
×・××」表示（漢数字）」に修正
様式ID「HOA131」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加
様式ID「HOB730」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOB730(Ver4.0)」のXMLタグ「YCB00105」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「所得金額
差引計」,項目名「区分」を行削除
様式ID「HOB730(Ver4.0)」のXMLタグ「YCB00110」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「空欄」
から「所得金額差引計」に､項目名を「金額」から「空欄」に修正
様式ID「HOE990」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOE990(Ver4.0)」の帳票名称を「事業年度分の適用額明細書」から
「事業年度分の適用額明細書(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOE990(Ver4.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番号」,書
式「9999999999999」,XMLタグ「MAA00115」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」を行
追加
様式ID「HOA111」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA111(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(一) 各事業年度の所得に係
る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない
社団等の分」から「別表一(一) 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特
定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分(平成28年1
月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA111(Ver5.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番号」,書
式「9999999999999」,XMLタグ「ZBA00075」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」を行
追加
様式ID「HOA111」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加
様式ID「HOA121」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA121(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(二) 各事業年度の所得に係
る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」から「別
表一(二) 各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除
く。)及び協同組合等の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA121(Ver5.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番号」,書
式「9999999999999」,XMLタグ「ZDA00075」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」を行
追加
様式ID「HOA121」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加
様式ID「HOA131」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOA131(Ver5.0)」の帳票名称を「別表一(三) 各事業年度の所得に係
る申告書-特定の医療法人の分」から「別表一(三) 各事業年度の所得に係る申
告書-特定の医療法人の分(平成28年1月1日以後開始事業年度分)」に修正
様式ID「HOA131(Ver5.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人番号」,書
式「9999999999999」,XMLタグ「ZFA00075」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」,タ
ブ遷移項目「-」,タブ遷移繰返し「-」,税務署表示桁数「13×1」,クライアン
ト帳票IME制御「-」を行追加
様式ID「HOA131」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書別紙を追加
様式ID「HOB710」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOB710(Ver7.0)」のXMLタグ「MCB00006」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「所得金額
控除限度額」,項目名「区分」を行削除

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOB710(Ver7.0)」に入力型「区分」,帳票項番「2」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「所得金額控除限度額」,項目名「区分」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1:50
2:55
3:60
4:65
5:100」,XMLタグ「MCB00007」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

様式ID「HOE099(Ver7.0)」のXMLタグ「WWB00240」の項目名を「国外関連者に対
する寄附金額」から「国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄
附金額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver7x

様式ID「HOE099(Ver7.0)」のXMLタグ「WWB00280」の項目名を「国外関連者に対
する寄附金額」から「国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄
附金額」に修正

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00350」,項目名「（21）に係る売掛
債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金
額」の帳票項番を「24」から「23」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00360」の項目名を「（23）又は
（24）に金額の記載がある場合の（22）の金額」から「（22）又は（23）に金
額の記載がある場合の（21）の金額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00360」,項目名「（22）又は（23）
に金額の記載がある場合の（21）の金額」の帳票項番を「25」から「24」に修
正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOE099」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOE099(Ver7.0)」のXMLタグ「WWA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人名
」から「法人名」に修正

様式ID「HOC110」のバージョンを「7.0」から「8.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00265」,項目名「経過措置の適用を
受ける場合 金額」を行削除
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00455」,項目名「経過措置の適用を
受ける場合 金額」を行削除
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人名
」から「法人名」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00270」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「繰入限度
超過額」の帳票項番を「19」から「18」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00290」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「貸倒れに
よる損失の額等の合計額に加える金額」の帳票項番を「20」から「19」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00310」,項目名「前期の個別評価金
銭債権の額」の帳票項番を「21」から「20」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00330」の項目名を「（21）の個別評
価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入
額」から「（20）の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価
金銭債権に係る損金算入額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00330」,項目名「（20）の個別評価
金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入額」
の帳票項番を「22」から「21」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00340」の項目名を「（22）に係る売
掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」から
「（21）に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れと
なった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00340」,項目名「（21）に係る売掛
債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」の帳票
項番を「23」から「22」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00350」の項目名を「（22）に係る売
掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金
額」から「（21）に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった
場合のその対象となった金額」に修正

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00460」,項目名「繰入限度超過額」
の帳票項番を「19」から「18」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00480」,項目名「貸倒れによる損失
の額等の合計額に加える金額」の帳票項番を「20」から「19」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00500」,項目名「前期の個別評価金
銭債権の額」の帳票項番を「21」から「20」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00520」の項目名を「（21）の個別評
価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入
額」から「（20）の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価
金銭債権に係る損金算入額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00540」,項目名「（21）に係る売掛
債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金
額」の帳票項番を「24」から「23」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00550」の項目名を「（23）又は
（24）に金額の記載がある場合の（22）の金額」から「（22）又は（23）に金
額の記載がある場合の（21）の金額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver8x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00550」,項目名「（22）又は（23）
に金額の記載がある場合の（21）の金額」の帳票項番を「25」から「24」に修
正

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00010」,項目名「前3年内事業年度
（設立事業年度である場合には当該事業年度又は連結事業年度）末における一
括評価金銭債権の帳簿価額の合計額」の帳票項番を「11」から「10」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00020」の項目名を「(11)/前3年内事
業年度における事業年度及び連結事業年度の数」から「(10)/前3年内事業年度
における事業年度及び連結事業年度の数」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00020」,項目名「(10)/前3年内事業
年度における事業年度及び連結事業年度の数」の帳票項番を「12」から「11」
に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00050」,項目名「損金の額に算入さ
れた令第96条第6項第2号ロの金額の合計額」の帳票項番を「14」から「13」に
修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00060」,項目名「損金の額に算入さ
れた令第96条第6項第2号ハの金額の合計額」の帳票項番を「15」から「14」に
修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00070」,項目名「益金の額に算入さ
れた令第96条第6項第2号ニの金額の合計額」の帳票項番を「16」から「15」に
修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00520」,項目名「（20）の個別評価
金銭債権が売掛債権等である場合の当該個別評価金銭債権に係る損金算入額」
の帳票項番を「22」から「21」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00530」の項目名を「（22）に係る売
掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」から
「（21）に係る売掛債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れと
なった金額」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00530」,項目名「（21）に係る売掛
債権等が当期において貸倒れとなった場合のその貸倒れとなった金額」の帳票
項番を「23」から「22」に修正
様式ID「HOC110(Ver8.0)」のXMLタグ「FFB00540」の項目名を「（22）に係る売
掛債権等が当期においても個別評価の対象となった場合のその対象となった金
額」から「（21）に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった
場合のその対象となった金額」に修正

様式ID「HOC112」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正し、帳票フィール
ド仕様書を追加
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNB00130」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「経過措置
の適用を受ける場合の繰入限度額」を行削除
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNB00096」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「公益法人
等・協同組合等の繰入限度額」の帳票項番を「8」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNB00100」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「繰入限度
超過額」の帳票項番を「9」から「8」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00005」,項目名「平成23年改正令附
則第5条第2項の規定の適用」の帳票項番を「10」から「9」に修正

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00040」,項目名「令第96条第6項第2
号イの貸倒れによる損失の額の合計額」の帳票項番を「13」から「12」に修正

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00080」,項目名「貸倒れによる損失
の額等の合計額」の帳票項番を「17」から「16」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00090」の項目名を「(17)*12/前3年
内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計」から「(16)*12/
前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00050」,項目名「(19)のうち税務上
貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額」の
帳票項番を「22」から「21」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00050」,項目名「(19)のうち税務上
貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額」の
繰返し回数を「6」から「7」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00060」,項目名「個別評価の対象と
なった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権
等の額」の帳票項番を「23」から「22」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00060」,項目名「個別評価の対象と
なった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権
等の額」の繰返し回数を「6」から「7」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00063」,項目名「法第52条第1項第3
号に該当する法人の令第96条第9項各号の金銭債権以外の金銭債権の額」の帳票
項番を「24」から「23」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00063」,項目名「法第52条第1項第3
号に該当する法人の令第96条第9項各号の金銭債権以外の金銭債権の額」の繰返
し回数を「6」から「7」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00065」,項目名「連結完全支配関係
がある連結法人に対する売掛債権等の額」の帳票項番を「25」から「24」に修
正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00065」,項目名「連結完全支配関係
がある連結法人に対する売掛債権等の額」の繰返し回数を「6」から「7」に修
正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

仕様書名

修正内容
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00090」,項目名「(16)*12/前3年内事
業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計」の帳票項番を「18」
から「17」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNC00100」,項目名「貸倒実績率」の帳
票項番を「19」から「18」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00020」,項目名「勘定科目」の繰返
し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00030」,項目名「期末残高」の帳票
項番を「20」から「19」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00030」,項目名「期末残高」の繰返
し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00040」,項目名「売掛債権等とみな
される額及び貸倒否認額」の帳票項番を「21」から「20」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00040」,項目名「売掛債権等とみな
される額及び貸倒否認額」の繰返し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00050」の項目名を「(20)のうち税務
上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額」
から「(19)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に
該当しないものの額」に修正

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00070」,項目名「期末一括評価金銭
債権の額」の帳票項番を「26」から「25」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00070」,項目名「期末一括評価金銭
債権の額」の繰返し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00080」,項目名「実質的に債権とみ
られないものの額」の帳票項番を「27」から「26」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00080」,項目名「実質的に債権とみ
られないものの額」の繰返し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00090」,項目名「差引期末一括評価
金銭債権の額」の帳票項番を「28」から「27」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00090」,項目名「差引期末一括評価
金銭債権の額」の繰返し回数を「6」から「7」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00110」,項目名「期末残高」の帳票
項番を「20」から「19」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00120」,項目名「売掛債権等とみな
される額及び貸倒否認額」の帳票項番を「21」から「20」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00130」の項目名を「(20)のうち税務
上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額」
から「(19)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に
該当しないものの額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00130」,項目名「(19)のうち税務上
貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額」の
帳票項番を「22」から「21」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00140」,項目名「個別評価の対象と
なった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権
等の額」の帳票項番を「23」から「22」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00143」,項目名「法第52条第1項第3
号に該当する法人の令第96条第9項各号の金銭債権以外の金銭債権の額」の帳票
項番を「24」から「23」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00145」,項目名「連結完全支配関係
がある連結法人に対する売掛債権等の額」の帳票項番を「25」から「24」に修
正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00150」,項目名「期末一括評価金銭
債権の額」の帳票項番を「26」から「25」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00160」,項目名「実質的に債権とみ
られないものの額」の帳票項番を「27」から「26」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CND00170」,項目名「差引期末一括評価
金銭債権の額」の帳票項番を「28」から「27」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNE00010」の項目名を「平成10年4月1日
から平成12年3月31日まで又は平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に
開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額」から「平成27年4月1
日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の
額の合計額」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNE00010」,項目名「平成27年4月1日か
ら平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の
合計額」の帳票項番を「29」から「28」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNE00020」,項目名「同上の各事業年度
末の実質的に債権とみられないものの額の合計額」の帳票項番を「30」から
「29」に修正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver9x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver11x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNE00030」,項目名「債権からの控除割
合」の帳票項番を「31」から「30」に修正
様式ID「HOC112(Ver9.0)」のXMLタグ「CNE00040」,項目名「実質的に債権とみ
られないものの額」の帳票項番を「32」から「31」に修正
様式ID「HOC060」のバージョンを「10.0」から「11.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
様式ID「HOC060(Ver11.0)」の帳票名称を「別表十(六) 社会保険診療報酬に係
る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除
及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」から「別表十
(六) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に
係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入
に関する明細書」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人
名 」から「法人名」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIC00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「2 農
業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細
書」から「2 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別
控除に関する明細書」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIF00020」の項目名を「基金に係る法
人名
」から「基金に係る法人名」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIF00030」の項目名を「基金の名称
」から「基金の名称」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIF00050」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「告示
番号
」から「告示番号」に修正
様式ID「HOC060(Ver11.0)」のXMLタグ「CIF00070」の項目名を「当期に支出し
た負担金等の額
」から「当期に支出した負担金等の額」に修正
様式ID「HOB800」のバージョンを「11.0」から「12.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00053」,項目名「特別利子の額」を
行削除

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

仕様書名

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

修正内容
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00110」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「当年度実
績 その他株式等」,項目名「受取配当等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00130」,項目名「期末その他株式等
の帳簿価額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00140」,項目名「受取配当等の額か
ら控除する負債利子等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00042」,項目名「特別利子の額」を
行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00049」,項目名「平成22年４月１日
から平成24年３月31日まで又は平成27年４月１日から平成29年３月31日までの
間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額 区分」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00100」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「基準年度
実績 その他株式等」,項目名「受取配当等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00120」,項目名「平成22年４月１日
から平成24年３月31日までの間に開始した各事業年度のその他株式等に係る負
債利子等の額の合計額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00130」,項目名「負債利子控除割
合」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00140」,項目名「受取配当等の額か
ら控除する負債利子等の額」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00055」,項目名「株式及び出資等」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00060」,項目名「受益権の帳簿価額
*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00125」,項目名「株式及び出資等」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00130」,項目名「受益権の帳簿価額
*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00195」,項目名「株式及び出資等」
を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00200」,項目名「受益権の帳簿価額
*(50又は25)／100」を行削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人
名 」から「法人名」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「当年
度実績 関係法人株式等又は関連法人株式等」から「当年度実績 関連法人株
式等」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00160」の項目名を「国外支配株主
等に係る負債の利子等の損金不算入額又は関連者等に係る支払利子等の損金不
算入額」から「国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等
に係る支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応
する負債の利子の損金不算入額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00160」,項目名「国外支配株主等に
係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額」
の帳票項番を「6」から「5」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00170」,項目名「超過利子額の損金
算入額」の帳票項番を「7」から「6」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00060」,項目名「計」の帳票項番を
「8」から「7」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00070」,項目名「総資産価額」の帳
票項番を「9」から「8」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00080」の項目名を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00080」,項目名「期末関連法人株式
等の帳簿価額」の帳票項番を「10」から「9」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00090」,項目名「受取配当等の額か
ら控除する負債利子等の額」の帳票項番を「11」から「10」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

仕様書名

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

修正内容
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「11」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「当年度実績」,項目名「その他株式等に係る受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBB00180」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00143」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名に記述さ
れている「当年度実績」を削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00143」,項目名「非支配目的株式等
に係る受取配当等の額」の帳票項番を「15」から「12」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00147」,項目名「受取配当等の益金
不算入額 区分」の帳票項番を「16」から「13」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBB00150」,項目名「受取配当等の益金
不算入額 金額」の帳票項番を「16」から「13」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00005」,項目名「完全子法人株式等
に係る受取配当等の額」の帳票項番を「17」から「14」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「基準
年度実績 関係法人株式等又は関連法人株式等」から「基準年度実績 関連法
人株式等」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00020」,項目名「受取配当等の額」
の帳票項番を「18」から「15」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00040」,項目名「当期に支払う負債
利子等の額」の帳票項番を「19」から「16」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00160」の項目名を「国外支配株主
等に係る負債の利子等の損金不算入額又は関連者等に係る支払利子等の損金不
算入額」から「国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等
に係る支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応
する負債の利子の損金不算入額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00160」,項目名「国外支配株主等に
係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額」
の帳票項番を「21」から「17」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00170」,項目名「超過利子額の損金
算入額」の帳票項番を「22」から「18」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00046」,項目名「計」の帳票項番を
「23」から「19」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00050」の項目名を「平成22年４月
１日から平成24年３月31日まで又は平成27年４月１日から平成29年３月31日ま
での間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額 金額」から「平成27
年４月１日から平成29年３月31日までの間に開始した各事業年度の負債利子等
の額の合計額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00050」,項目名「平成27年４月１日
から平成29年３月31日までの間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計
額」の帳票項番を「24」から「20」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00060」の項目名を「同上の各事業
年度の関係法人株式等又は関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額」か
ら「同上の各事業年度の関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額」に修
正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00060」,項目名「同上の各事業年度
の関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額」の帳票項番を「25」から
「21」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00070」,項目名「負債利子控除割
合」の帳票項番を「26」から「22」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00080」,項目名「受取配当等の額か
ら控除する負債利子等の額」の帳票項番を「27」から「23」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「24」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「基準年度実績」,項目名「その他株式等に係る受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBC00180」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00143」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名に記述さ
れている「基準年度実績」を削除
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00143」,項目名「非支配目的株式等
に係る受取配当等の額」の帳票項番を「32」から「25」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00147」,項目名「受取配当等の益金
不算入額 区分」の帳票項番を「33」から「26」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBC00150」,項目名「受取配当等の益金
不算入額 金額」の帳票項番を「33」から「26」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 月」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦12」,XMLタグ「CBG00060」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 日」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦31」,XMLタグ「CBG00060」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「区分」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 元号」,繰返し回数「2」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平成」,XML
タグ「CBG00070」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 月」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦12」,XMLタグ「CBG00070」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 日」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦31」,XMLタグ「CBG00070」を行追加

仕様書名

修正内容
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00020」,項目名「総資産の帳簿価
額」の帳票項番を「34」から「27」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00030」,項目名「連結法人に支払う
負債利子等の元本の負債の額等」の帳票項番を「35」から「28」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00040」,項目名「総資産価額」の帳
票項番を「36」から「29」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00050」の項目名を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00050」,項目名「期末関連法人株式
等の帳簿価額」の帳票項番を「37」から「30」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00090」,項目名「総資産の帳簿価
額」の帳票項番を「34」から「27」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00100」,項目名「連結法人に支払う
負債利子等の元本の負債の額等」の帳票項番を「35」から「28」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00110」,項目名「総資産価額」の帳
票項番を「36」から「29」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00120」の項目名を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00120」,項目名「期末関連法人株式
等の帳簿価額」の帳票項番を「37」から「30」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00160」,項目名「総資産の帳簿価
額」の帳票項番を「34」から「27」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00170」,項目名「連結法人に支払う
負債利子等の元本の負債の額等」の帳票項番を「35」から「28」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00180」,項目名「総資産価額」の帳
票項番を「36」から「29」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00190」の項目名を「期末関係法人
株式等又は期末関連法人株式等の帳簿価額」から「期末関連法人株式等の帳簿
価額」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」のXMLタグ「CBD00190」,項目名「期末関連法人株式
等の帳簿価額」の帳票項番を「37」から「30」に修正
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「完全子法人株
式等 明細」,項目名「法人名」,繰返し回数「2」,XMLタグ「CBG00030」を行追
加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目名「本店の所在地」,繰返し
回数「2」,XMLタグ「CBG00040」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「区分」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 元号」,繰返し回数「2」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平成」,XML
タグ「CBG00060」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 年」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,XMLタグ「CBG00060」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 年」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,XMLタグ「CBG00070」を行追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「31」,項目名「受取配
当等の額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00080」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「31」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「完全子法人株式等 計」,項目名「受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00100」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 月」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦12」,XMLタグ「CBG00160」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 日」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦31」,XMLタグ「CBG00160」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「区分」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 元号」,繰返し回数「2」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平成」,XML
タグ「CBG00170」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 月」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦12」,XMLタグ「CBG00170」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 日」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x
≦31」,XMLタグ「CBG00170」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「32」,項目名「受取配
当等の額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00190」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「33」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,繰返し回数「2」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00200」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「34」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XML
タグ「CBG00210」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「32」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「関連法人株式等 計」,項目名「受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00230」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「33」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00240」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「34」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00250」
を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「35」,項目名「受取配
当等の額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00300」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「36」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,繰返し回数「2」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00310」を行追加

仕様書名

修正内容

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「関連法人株式
等 明細」,項目名「法人名」,繰返し回数「2」,XMLタグ「CBG00130」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目名「本店の所在地」,繰返し
回数「2」,XMLタグ「CBG00140」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「区分」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 元号」,繰返し回数「2」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平成」,XML
タグ「CBG00160」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(自) 年」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,XMLタグ「CBG00160」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,項目名「受取配当等の額の計算
期間(至) 年」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,XMLタグ「CBG00170」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目名「保有割合」,繰返し回数
「2」,XMLタグ「CBG00180」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「その他株式等
明細」,項目名「法人名」,繰返し回数「2」,XMLタグ「CBG00280」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目名「本店の所在地」,繰返し
回数「2」,XMLタグ「CBG00290」を行追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「37」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XML
タグ「CBG00320」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「35」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「その他株式等 計」,項目名「受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00340」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「36」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00350」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「37」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00360」
を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「非支配目的株
式等 明細」,項目名「法人名又は銘柄」,繰返し回数「2」,XMLタグ
「CBG00390」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「39」,項目名「基準日
月」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x≦12」,XML
タグ「CBG00410」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「39」,項目名「基準日
日」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x≦31」,XML
タグ「CBG00410」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「41」,項目名「受取配
当等の額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00430」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「42」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,繰返し回数「2」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00440」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「43」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,繰返し回数「2」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XML
タグ「CBG00450」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「41」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名
「非支配目的株式等 計」,項目名「受取配当等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00470」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「42」,項目名「左のう
ち益金の額に算入される金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「CBG00480」を行追加

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver12x

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「43」,項目名「益金不
算入の対象となる金額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CBG00490」
を行追加

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver13x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver13x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

仕様書名

修正内容

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,帳票項番「38」,項目名「本店の
所在地」,繰返し回数「2」,XMLタグ「CBG00400」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「区分」,帳票項番「39」,項目名「基準日
元号」,繰返し回数「2」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平成」,XMLタグ
「CBG00410」を行追加
様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「数値」,帳票項番「39」,項目名「基準日
年」,繰返し回数「2」,書式「ZZ」,XMLタグ「CBG00410」を行追加

様式ID「HOB800(Ver12.0)」に入力型「文字」,帳票項番「40」,項目名「保有割
合」,繰返し回数「2」,XMLタグ「CBG00420」を行追加

様式ID「HOE200」のバージョンを「12.0」から「13.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
様式ID「HOE200(Ver13.0)」のXMLタグ「EGA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人
名 」から「法人名」に修正
新規作成
様式ID「HOA410」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
様式ID「HOA410(Ver15.0)」のXMLタグ「AQI00005」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人税額
から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税
額」,項目名「区分」を行削除
様式ID「HOA410(Ver15.0)」のXMLタグ「AQA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人
名 」から「法人名」に修正

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

仕様書名

修正内容
様式ID「HOA410(Ver15.0)」のXMLタグ「AQC00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「加算
損金経理をした法人税、地方法人税及び復興特別法人税（附帯税を除く。）」
から「加算 損金経理をした法人税及び地方法人税（附帯税を除く。）」に修
正

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

変更

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

新規

帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver15x

28.5.20

削除

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver2x

28.5.20

新規

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver3x

28.5.20

削除

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver3x

28.5.20

新規

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver4x

28.5.20

変更

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver4x

28.5.20

削除

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver4x

28.5.20

新規

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver5x

28.5.20

削除

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver5x

28.5.20

新規

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver6x

28.5.20

新規

XML構造設計書(酒税-申
請)Ver6x

28.5.20

削除

以下の様式IDを削除
帳票フィールド仕様書(酒
「LIY270」
税-申請)Ver2x

28.5.20

新規

様式ID「LIY270」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、帳票フィール
帳票フィールド仕様書(酒
ド仕様書を追加
税-申請)Ver3x

28.5.20

削除

以下の様式IDを削除
帳票フィールド仕様書(酒
「LIY300」
税-申請)Ver3x

様式ID「HOA410(Ver15.0)」のXMLタグ「AQI00010」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名に「法人
税額から控除される所得税額」の記述を追加
様式ID「HOA410(Ver15.0)」のXMLタグ「AQL00010」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「新鉱
床探鉱費特別控除」から「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額」
に修正
様式ID「HOA410」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書計算補足を追加
様式ID「HOA420」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のXMLタグ「ARI00005」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「法人税額
から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税
額」,項目名「区分」を行削除
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のXMLタグ「ARA00040」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「法人
名 」から「法人名」に修正
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のXMLタグ「ARC00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「加算
損金経理をした法人税、地方法人税及び復興特別法人税（附帯税を除く。）」
から「加算 損金経理をした法人税及び地方法人税（附帯税を除く。）」に修
正
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のXMLタグ「ARI00010」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名に「法人
税額から控除される所得税額」の記述を追加
様式ID「HOA420(Ver15.0)」のXMLタグ「ARL00010」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「新鉱
床探鉱費特別控除」から「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額」
に修正
様式ID「HOA430」のバージョンを「14.1」から「15.0」に修正し、帳票フィー
ルド仕様書を追加
以下の様式IDを削除
「LIY270」
様式ID「LIY270」のバージョンを「2.0」から「3.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
以下の様式IDを削除
「LIY300」
様式ID「LIY300」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
様式ID「LIY300(Ver4.0)」にタグ名「CDB00025」,レベル「05」,要素内容「税
率の適用区分」,共通ボキャブラリまたはデータ型「string(120)」,最小「0」
を行追加
様式ID「LIY300(Ver4.0)」のタグ名「CDB00060」の要素内容を「(当初)製造開
始年月日」から「(当初)製造開始年月日 製造開始日」に修正
様式ID「LIY300(Ver4.0)」にタグ名「CDB00065」,レベル「05」,要素内容「(当
初)製造開始年月日 発売予定日」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「yymmdd」,最小「0」を行追加
以下の様式IDを削除
「LIZ142」
様式ID「LIZ142」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、XML構造設計書
を追加
以下の様式IDを削除
「LIZ141」
新規作成
様式ID「LIZ141」のバージョンを「5.0」から「6.0」に修正し、XML構造設計書
を追加

備考

更 新 履 歴
更新日付

更新区分

28.5.20

新規

様式ID「LIY300」のバージョンを「3.0」から「4.0」に修正し、帳票フィール
帳票フィールド仕様書(酒
ド仕様書を追加
税-申請)Ver4x

28.5.20

変更

様式ID「LIY300(Ver4.0)」に入力型「文字」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税率の適用区
帳票フィールド仕様書(酒
分」,XMLタグ「CDB00025」を行追加
税-申請)Ver4x

28.5.20

変更

様式ID「LIY300(Ver4.0)」のXMLタグ「CDB00060」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「(当初)
帳票フィールド仕様書(酒
製造開始年月日」から「(当初)製造開始年月日 製造開始日」に修正
税-申請)Ver4x

28.5.20

変更

28.5.20

変更

様式ID「LIY300(Ver4.0)」に入力型「数値」,項目名「年」,書式「ZZ」,XMLタ
帳票フィールド仕様書(酒
グ「CDB00065」を行追加
税-申請)Ver4x

28.5.20

変更

様式ID「LIY300(Ver4.0)」に入力型「数値」,項目名「月」,書式「ZZ」,入力
帳票フィールド仕様書(酒
ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x≦12」,XMLタグ「CDB00065」を行追加
税-申請)Ver4x

28.5.20

変更

様式ID「LIY300(Ver4.0)」に入力型「数値」,項目名「日」,書式「ZZ」,入力
帳票フィールド仕様書(酒
ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1≦x≦31」,XMLタグ「CDB00065」を行追加
税-申請)Ver4x

28.5.20

削除

以下の様式IDを削除
帳票フィールド仕様書(酒
「LIZ142」
税-申請)Ver4x

28.5.20

新規

様式ID「LIZ142」のバージョンを「4.0」から「5.0」に修正し、帳票フィール
帳票フィールド仕様書(酒
ド仕様書を追加
税-申請)Ver5x

28.5.20

削除

以下の様式IDを削除
帳票フィールド仕様書(酒
「LIZ141」
税-申請)Ver5x

28.5.20

新規

28.5.20

新規

仕様書名

修正内容

様式ID「LIY300(Ver4.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「(当初)製造開始
帳票フィールド仕様書(酒 年月日 発売予定日」,項目名「元号」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「4:平
税-申請)Ver4x
成」,XMLタグ「CDB00065」を行追加

帳票フィールド仕様書(酒 新規作成
税-申請)Ver6x
様式ID「LIZ141」のバージョンを「5.0」から「6.0」に修正し、帳票フィール
帳票フィールド仕様書(酒
ド仕様書を追加
税-申請)Ver6x

備考

