
更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

29.1.20 変更 表紙（データ形式）

日付を「平成２８年１０月」から「平成２９年１月」へ修正

29.1.20 変更 データ形式等仕様書

「表２－１　属性一覧」に属性「正式国名」、属性名「seishikiNM」を追加

29.1.20 変更 データ形式等仕様書

「３　ＸＭＬ構造設計書（帳票）」の「表３－１　事務手続と名前空間の関
連」について、事務手続「国別報告事項等関係事務手続」を追加

29.1.20 変更 データ形式等仕様書

「４　帳票フィールド仕様書」の「 (4)  各項目の説明　ワ　値の範囲(チェッ
ク項目、任意)」について、「※国コードについては、OECD
「http://www.oecd.org/」にて公開しているスキーマ(isocbctypes_v1.0.xsd)
を元に定義し、その他の国の場合は、99とする。」の記載を追加

29.1.20 変更
資料2_共通ボキャブラリ
一覧

項番「47」、データ型名「国」、データ型「country」を行追加

29.1.20 新規 手続一覧（申告）Ver160x

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
「RHO0071」「RHO0076」「RHO0081」

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0011」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0021」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0031」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0041」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0051」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0061」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 変更 手続一覧（申告）Ver160x
手続きID「RHO0111」の追加送信対象(バージョン)欄を「16.0.2」から
「16.0.3」に修正

29.1.20 削除 手続一覧（申請）Ver150x
以下の手続きIDを削除
「PHO0750」「PHO2170」

29.1.20 新規 手続一覧（申請）Ver160x

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
「PHO0095」「PHO0750」「PHO1965」「PHO2170」

29.1.20 変更
受信通知追加送信手続一
覧（申告）Ver160x

手続きID「RHO0121」のバージョン欄を「16.0.2」から「16.0.3」に修正

更　新　履　歴



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver160x

手続きID「RHO0071」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA171」「HOA175」「HOA201」「HOA317」「HOA319」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA415」「HOA435」「HOA511」「HOA512」
「HOA522」「HOA531」「HOB016」「HOB018」「HOB021」「HOB024」「HOB025」
「HOB026」「HOB027」「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」
「HOB040」「HOB043」「HOB042」「HOB054」「HOB063」「HOB066」「HOB067」
「HOB205」「HOB211」「HOB161」「HOB171」「HOB172」「HOB627」「HOB655」
「HOB665」「HOB675」「HOB680」「HOB634」「HOB636」「HOB715」「HOB637」
「HOB630」「HOB640」「HOB645」「HOB646」「HOB660」「HOB670」「HOB690」
「HOB710」「HOB701」「HOB705」「HOB702」「HOB703」「HOB725」「HOB730」
「HOB800」「HOB810」「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC012」「HOC020」
「HOC022」「HOC024」「HOC026」「HOC050」「HOC060」「HOC065」「HOC068」
「HOC085」「HOC086」「HOC072」「HOC080」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOD010」「HOD025」「HOD035」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD090」
「HOD160」「HOD165」「HOD180」「HOD185」「HOD188」「HOD190」「HOD201」
「HOD205」「HOD215」「HOD225」「HOD236」「HOD251」「HOD410」「HOD420」
「HOD430」「HOD440」「HOD451」「HOD460」「HOD470」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOE107」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」
「HOE108」「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE381」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE420」「HOE430」「HOE432」「HOE434」「HOE436」「HOE440」
「HOE445」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」「HOE562」「HOE563」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」「HOE690」「HOE691」
「HOE692」「HOE693」「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」「HOK020」
「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOK060」「HOL025」「HOL040」「HOL042」
「HOL046」「HOL048」「HOL049」「HOL052」「HOL050」「HOL054」「HOL060」
「HOL130」「HOL165」「HOL169」「HOL171」「HOL170」「HOL175」「HOL190」
「HOL230」「HOL240」「HOL260」「HOL261」「HOL263」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」「HOL370」
「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」「HOM010」「HOM020」
「HOM080」「HOM060」「HOM090」「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」
「SOZ051」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver160x

手続きID「RHO0076」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA171」「HOA175」「HOA201」「HOA317」「HOA319」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA415」「HOA435」「HOA511」「HOA512」
「HOA522」「HOA531」「HOB016」「HOB018」「HOB021」「HOB024」「HOB025」
「HOB026」「HOB027」「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」
「HOB040」「HOB043」「HOB042」「HOB054」「HOB063」「HOB066」「HOB067」
「HOB205」「HOB211」「HOB161」「HOB171」「HOB172」「HOB627」「HOB655」
「HOB665」「HOB675」「HOB680」「HOB634」「HOB636」「HOB715」「HOB637」
「HOB630」「HOB640」「HOB645」「HOB646」「HOB660」「HOB670」「HOB690」
「HOB710」「HOB701」「HOB705」「HOB702」「HOB703」「HOB725」「HOB730」
「HOB800」「HOB810」「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC012」「HOC020」
「HOC022」「HOC024」「HOC026」「HOC050」「HOC060」「HOC065」「HOC068」
「HOC085」「HOC086」「HOC072」「HOC080」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOD010」「HOD025」「HOD035」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD090」
「HOD160」「HOD165」「HOD180」「HOD185」「HOD188」「HOD190」「HOD201」
「HOD205」「HOD215」「HOD225」「HOD236」「HOD251」「HOD410」「HOD420」
「HOD430」「HOD440」「HOD451」「HOD460」「HOD470」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOE107」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」
「HOE108」「HOE200」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE381」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE420」「HOE430」「HOE432」「HOE434」「HOE436」「HOE440」
「HOE445」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」「HOE562」「HOE563」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」「HOE690」「HOE691」
「HOE692」「HOE693」「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」「HOK020」
「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOK060」「HOL025」「HOL040」「HOL042」
「HOL046」「HOL048」「HOL049」「HOL052」「HOL050」「HOL054」「HOL060」
「HOL130」「HOL165」「HOL169」「HOL171」「HOL170」「HOL175」「HOL190」
「HOL230」「HOL240」「HOL260」「HOL261」「HOL263」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」「HOL370」
「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」「HOM010」「HOM020」
「HOM080」「HOM060」「HOM090」「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」
「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver160x

手続きID「RHO0081」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOE711」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver160x

手続きID「RHO0121」に以下の様式IDを追加
「HOA175」「HOA415」「HOA435」「HOB690」「HOE690」「HOE691」「HOE692」
「HOE693」

29.1.20 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver160x

手続きID「RHO0121」のバージョン(手続き)欄を「16.0.2」から「16.0.3」に修
正

29.1.20 削除
手続内帳票対応表(申請）
Ver150x

以下の手続きIDを削除
「PHO0750」「PHO2170」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver160x

手続きID「PHO0095」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOZ095」「TEA050」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver160x

手続きID「PHO0750」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOZ790」「TEA050」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver160x

手続きID「PHO1965」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEZ041」「TEA050」

29.1.20 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver160x

手続きID「PHO2170」を一覧に追加
バージョンは「16.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOY840」「HOY831」「TEA050」

29.1.20 新規
対象帳票一覧（申告）
Ver1x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「1.0」
「HOA171」「HOA175」「HOA415」「HOA435」「HOB690」「HOE690」「HOE691」
「HOE692」「HOE693」「HOE711」

29.1.20 新規
対象帳票一覧（申請）
Ver1x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「1.0」
「TEZ041」「HOZ095」

29.1.20 削除
対象帳票一覧（申請）
Ver1x

以下の様式IDを削除
「HOZ790」

29.1.20 新規
対象帳票一覧（申請）
Ver2x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「2.0」
「HOZ790」

29.1.20 削除
対象帳票一覧（申請）
Ver2x

以下の様式IDを削除
「HOY831」

29.1.20 新規
対象帳票一覧（申請）
Ver3x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「3.0」
「HOY831」

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOA171(Ver1.0)」,帳票名称「別表一の三　各事業年度の所得に係る申
告書-外国法人の分」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOA175(Ver1.0)」,帳票名称「別表一の三(次葉)　各事業年度の所得に
係る申告書-外国法人の分(次葉)」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOA415(Ver1.0)」,帳票名称「別表四　所得の金額の計算に関する明細
書(外国法人二枚目用)」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOA435(Ver1.0)」,帳票名称「別表四(次葉)　所得の金額の計算に関す
る明細書(外国法人二枚目用)(次葉)」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOB690(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の三　外国法人の外国税額の控除
に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE690(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(一)　保険会社の投資資産
不足額に係る投資収益の益金算入に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE691(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(二)　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計算及び外国銀行等の資
本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE692(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(二)付表　恒久的施設帰属
資本相当額の計算に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE693(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(三)　外国法人の本店等と
の間の内部取引の状況等に関する明細書」を新規追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE711(Ver1.0)」,帳票名称「別表十八の三　法人税法第百四十四条の
三第一項又は第二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」を新規追加

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOZ095(Ver1.0)」,帳票名称「欠損金の繰戻しによる還付請求書(外国
法人用)」を新規追加

29.1.20 削除
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

以下の様式IDを削除
「HOZ790」

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790」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

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のタグ名「PMA00050」の要素内容を「(フリガナ)法
人名」から「(フリガナ)法人名等」に修正

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のタグ名「PMA00070」の要素内容を「法人名」から
「法人名等」に修正

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」にタグ名「PMA00115」,レベル「06」,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

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のタグ名「PMB00010」の要素内容を「(フリガナ)法
人名」から「(フリガナ)法人名等」に修正

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のタグ名「PMB00030」の要素内容を「法人名」から
「法人名等」に修正

29.1.20 削除
XML構造設計書（法人-申
請）Ver2x

以下の様式IDを削除
「HOY831」

29.1.20 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver3x

様式ID「HOY831」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

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver3x

様式ID「HOY831(Ver3.0)」のタグ名「HSC00000」の要素内容を「事前確定届出
給与に係る職務の執行を開始する日(職務執行期間)」から「事前確定届出給与
に係る職務の執行の開始の日(職務執行期間)」に修正

29.1.20 変更
XML構造設計書（法人-申
請）Ver3x

様式ID「HOY831(Ver3.0)」のタグ名「HSC00010」の要素内容を「開始する日」
から「開始の日」に修正

29.1.20 新規
XML構造設計書（共通）
Ver1x

様式ID「TEZ041(Ver1.0)」,帳票名称「更正の請求書(外国法人用)」を新規追加

29.1.20 変更
XML構造設計書（受付発
行）Ver2x

様式ID「HOP080(Ver2.0)」にタグ名「PHC00100」,レベル「04」,要素内容「内
外判定フラグ」,共通ボキャブラリまたはデータ型「string(1)」,最小「0」,備
考「0：内国法人
1：外国法人」を行追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOA171(Ver1.0)」,帳票名称「別表一の三　各事業年度の所得に係る申
告書-外国法人の分」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOA171(Ver1.0)」の帳票フィールド仕様書別紙を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOA175(Ver1.0)」,帳票名称「別表一の三(次葉)　各事業年度の所得に
係る申告書-外国法人の分(次葉)」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOA415(Ver1.0)」,帳票名称「別表四　所得の金額の計算に関する明細
書(外国法人二枚目用)」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOA435(Ver1.0)」,帳票名称「別表四(次葉)　所得の金額の計算に関す
る明細書(外国法人二枚目用)(次葉)」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOB690(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の三　外国法人の外国税額の控除
に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE690(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(一)　保険会社の投資資産
不足額に係る投資収益の益金算入に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE691(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(二)　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計算及び外国銀行等の資
本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE692(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(二)付表　恒久的施設帰属
資本相当額の計算に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE693(Ver1.0)」,帳票名称「別表十七の三(三)　外国法人の本店等と
の間の内部取引の状況等に関する明細書」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申告）Ver1x

様式ID「HOE711(Ver1.0)」,帳票名称「別表十八の三　法人税法第百四十四条の
三第一項又は第二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」を新規追加

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver1x

様式ID「HOZ095(Ver1.0)」,帳票名称「欠損金の繰戻しによる還付請求書(外国
法人用)」を新規追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

29.1.20 削除
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver1x

以下の様式IDを削除
「HOZ790」

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790」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

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のXMLタグ「PMA00060」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「(フリ
ガナ)法人名」から「(フリガナ)法人名等」に修正

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のXMLタグ「PMA00070」の項目名を「法人名」から
「法人名等」に修正

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」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「PMA00115」,IDREF属性「NOZEISHA_BANGO」を行
追加

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のXMLタグ「PMB00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「(フリ
ガナ)法人名」から「(フリガナ)法人名等」に修正

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のXMLタグ「PMB00030」の項目名を「法人名」から
「法人名等」に修正

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

様式ID「HOZ790(Ver2.0)」のXMLタグ「PME00020」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「(個別)
控除対象外国法人税の額　」から「(個別)控除対象外国法人税の額」に修正

29.1.20 削除
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver2x

以下の様式IDを削除
「HOY831」

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver3x

様式ID「HOY831」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

29.1.20 変更
帳票フィールド仕様書
（法人-申請）Ver3x

様式ID「HOY831(Ver3.0)」のXMLタグ「HSC00010」の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「事前確
定届出給与に係る職務の執行を開始する日」から「事前確定届出給与に係る職
務の執行の開始の日」に修正

29.1.20 新規
帳票フィールド仕様書
（共通）Ver1x

様式ID「TEZ041(Ver1.0)」,帳票名称「更正の請求書(外国法人用)」を新規追加
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