
更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

Ｐ１ １(3) 　使用できる文字コード
『受付システムが使用する文字コードは、ＪＩＳ　Ｘ
０２２１をＵＴＦ８で符号化したもののうち、ＪＩＳ　Ｘ
０２０１と互換性のあるもの（基本ラテン）及び「平
仮名」「片仮名」「ＣＪＫ統合漢字」「ＣＪＫ互換漢字」
「ＣＪＫ用の記号及び分音記号」「半角形・全角形」
(ただし、半角カナ(FF66～FF9F)を除く)「ラテン-１
補助」「矢印」「一般句読点」「罫線素片」「幾何学模
様」「基本ギリシャ」「キリール」「数学記号」「数字
の形」「囲み英数字」「囲みＣＪＫ文字／月」とす
る。』
から
『受付システムが使用する文字コードは、ＪＩＳ　Ｘ
０２２１をＵＴＦ８で符号化したもののうち、ＪＩＳ　Ｘ
０２０１と互換性のあるもの（基本ラテン（ただし、文
字タブ（0009）、改行（000A）及び復帰（000D）以外
の制御文字（0000～001F、007F）を除く））及び「平
仮名」「片仮名」「ＣＪＫ統合漢字」「ＣＪＫ互換漢字」
「ＣＪＫ用の記号及び分音記号」「半角形・全角形」
(ただし、半角カナ(FF66～FF9F)を除く)「ラテン-１
補助（ただし、制御文字（0080～009F）を除く）」「矢
印」「一般句読点」「罫線素片」「幾何学模様」「基本
ギリシャ」「キリール」「数学記号」「数字の形」「囲
み英数字」「囲みＣＪＫ文字／月」とする。』
に修正

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

Ｐ１ １(3) 　使用できる文字コード
「表１－１　使用可能な文字種」を追加

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

Ｐ７ ６(2) 　ＸＭＬデータ（申告等データ）のチェック
表６－１XMLスキーマの種類に「ＸＢＲＬ2_1のス
キーマ」を追加

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料1_画面遷移図
画面遷移図(２／１４）
メッセージボックス一覧表示からの画面遷移に税
務代理による利用が可能になった場合を追加し、
以下の画面を追加

・SU00S100　メール詳細（税務代理による利用）
・SU00S290　利用者識別番号等通知書

更新履歴



20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料1_画面遷移図
画面遷移図(９／１４)
メッセージボックス一覧表示（過去分）からの画面
遷移に税務代理による利用が可能になった場合
を追加し、以下の画面を追加

・SU00S100　メール詳細（税務代理による利用）
・SU00S290　利用者識別番号等通知書

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料1_画面遷移図
画面遷移図(１２／１４)
遷移元画面からの画面遷移にメンテナンス中（利
用可能時間外）の場合を追加し、以下の画面を追
加

・SU00S180　メンテナンス中（利用可能時間外）

20.8.4 変更
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料1_画面遷移図
画面遷移図(１２／１４)
認証（マスクあり）からの画面遷移にメンテナンス
中（利用可能時間外）の場合を追加し、以下の画
面を追加

・SU00S180　メンテナンス中（利用可能時間外）

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１
画面ID：SU00S010(認証)において、名前空間を
「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２
画面ID：SU00S020(メインメニュー)において、名前
空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．３
画面ID：SU00S030（暗証番号更新）において、名
前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．４
画面ID：SU00S040(電子証明書登録・更新)におい
て、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．５
画面ID：SU00S050(即時通知（電子証明書）)にお
いて、名前空間を「front」から「-」に誤記修正



20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．６
画面ID：SU00S070(申告等データ送信)において、
名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．７
画面ID：SU00S080(即時通知)において、名前空間
を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．８
画面ID：SU00S090(メッセージボックス一覧表示)に
おいて、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１０
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１２
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
項番62の要素内容「ステータス」の開始位置をレ
ベルに合わせて誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１２
画面ID：SU00S100(メール詳細（一般）)において、
項番63の要素内容「XML署名」の開始位置をレベ
ルに合わせて誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１３
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
知）)において、名前空間を「front」から「-」に誤記
修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１５
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
知）)において、項番59の要素内容「ステータス」の
開始位置をレベルに合わせて誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１５
画面ID：SU00S110(メール詳細（納付区分番号通
知）)において、項番60の要素内容「XML署名」の
開始位置をレベルに合わせて誤記修正



20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１６
画面ID：SU00S120(メール詳細（納税証明書）)にお
いて、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１７
画面ID：SU00S120(メール詳細（納税証明書）)にお
いて、項番50の要素内容「ステータス」の開始位置
をレベルに合わせて誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１７
画面ID：SU00S120(メール詳細（納税証明書）)にお
いて、項番51の要素内容「XML署名」の開始位置
をレベルに合わせて誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１８
画面ID：SSU00S140(送付書)において、名前空間
を「front」から「kyotsu」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．１９
画面ID：SU00S150(納税証明書交付確認)におい
て、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２０
画面ID：SU00S160(メールアドレス登録･更新)にお
いて、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２１
画面ID：SU00S180(メンテナンス中)において、名前
空間を「front」から「-」に誤記修正



20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２２
画面ID：SU00S190(メッセージ共通)において、名前
空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２３
画面ID：SU00S240(申告のお知らせ)において、名
前空間を「front」から「kyotsu」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２４
画面ID：SU00S250(納税用確認番号等登録･更新)
において、名前空間を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２５
画面ID：SU00S260(混雑通知)において、名前空間
を「front」から「-」に誤記修正

20.8.4 訂正
受付システムイン
ターフェイスに関
する仕様書

資料2_XML構造設計書（受付システムインターフェ
イス）　P．２６
画面ID：SU00S270(ＨＴＴＰエラー)において、名前
空間を「front」から「-」に誤記修正



手続きID「RHO8010」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB120」
「HOB135」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR637」「HOR633」
「HOR638」「HOR634」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR660」「HOR655」「HOR661」「HOR656」
「HOR670」「HOR657」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR690」「HOR691」「HOR700」
「HOR685」「HOR701」「HOR686」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」

新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

20.8.4



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8020」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



手続きID「RHO8030」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」

20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8040」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8050」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8060」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



手続きID「RHO8070」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」

手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

新規20.8.4



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8080」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8090」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8100」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8110」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8120」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR010」「HOF010」「HOG010」「HOH010」
「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」
「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「TEA050」

20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8130」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR010」「HOF010」「HOG010」「HOH010」
「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」
「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「TEA050」



20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO8140」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR321」
「HOR421」「HOA512」「HOR512」「HOA521」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB220」「HOB230」「HOB110」「HOB135」
「HOB120」「HOB145」「HOB180」「HOB190」
「HOB621」「HOB622」「HOB093」「HOB096」
「HOR610」「HOR620」「HOR621」「HOR631」
「HOR636」「HOR632」「HOR633」「HOR637」
「HOR634」「HOR638」「HOR644」「HOR647」
「HOR645」「HOR648」「HOR646」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR671」「HOR680」
「HOR681」「HOR685」「HOR686」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOR720」
「HOR721」「HOR722」「HOR723」「HOR800」
「HOB900」「HOB910」「HOB920」「HOB930」
「HOC010」「HOC020」「HOC060」「HOR810」
「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD130」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」
「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD500」
「HOD510」「HOE090」「HOE091」「HOE104」
「HOE102」「HOE103」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」
「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE531」「HOE600」「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」「HOL330」
「TEA050」



手続きID「RHO0010」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA521」
「HOB020」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB061」「HOB062」「HOB341」「HOB342」
「HOB065」「HOB067」「HOB070」「HOB220」
「HOB230」「HOB100」「HOB121」「HOB110」
「HOB135」「HOB120」「HOB145」「HOB160」
「HOB170」「HOB180」「HOB190」「HOB620」
「HOB621」「HOB622」「HOB623」「HOB624」
「HOB080」「HOB090」「HOB093」「HOB096」
「HOB701」「HOB702」「HOB720」「HOB900」
「HOB910」「HOB920」「HOB930」「HOC010」
「HOC020」「HOC030」「HOC040」「HOC050」
「HOC070」「HOC071」「HOC080」「HOC120」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD095」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD500」「HOD510」
「HOE101」「HOE104」「HOE102」「HOE103」
「HOE105」「HOE106」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」
「HOE650」「HOE530」「HOE531」「HOE600」
「HOT010」「HOL330」

手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

変更20.8.4



手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

変更20.8.4

手続きID「RHO0020」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA521」
「HOB020」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB061」「HOB062」「HOB341」「HOB342」
「HOB065」「HOB067」「HOB070」「HOB220」
「HOB230」「HOB100」「HOB121」「HOB110」
「HOB135」「HOB120」「HOB145」「HOB160」
「HOB170」「HOB180」「HOB190」「HOB620」
「HOB621」「HOB622」「HOB623」「HOB624」
「HOB080」「HOB090」「HOB093」「HOB096」
「HOB701」「HOB702」「HOB720」「HOB900」
「HOB910」「HOB920」「HOB930」「HOC010」
「HOC020」「HOC030」「HOC040」「HOC050」
「HOC070」「HOC071」「HOC080」「HOC120」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD095」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD500」「HOD510」
「HOE101」「HOE104」「HOE102」「HOE103」
「HOE105」「HOE106」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」
「HOE650」「HOE530」「HOE531」「HOE600」
「HOT010」「HOL330」



手続きID「RHO0030」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA521」
「HOB020」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB061」「HOB062」「HOB341」「HOB342」
「HOB065」「HOB067」「HOB070」「HOB220」
「HOB230」「HOB100」「HOB121」「HOB110」
「HOB135」「HOB120」「HOB145」「HOB160」
「HOB170」「HOB180」「HOB190」「HOB620」
「HOB621」「HOB622」「HOB623」「HOB624」
「HOB080」「HOB090」「HOB093」「HOB096」
「HOB701」「HOB702」「HOB720」「HOB900」
「HOB910」「HOB920」「HOB930」「HOC010」
「HOC020」「HOC030」「HOC040」「HOC050」
「HOC070」「HOC071」「HOC080」「HOC120」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD095」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD500」「HOD510」
「HOE101」「HOE104」「HOE102」「HOE103」
「HOE105」「HOE106」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」
「HOE650」「HOE530」「HOE531」「HOE600」
「HOT010」「HOL330」

手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

変更20.8.4



20.8.4

手続きID「RHO0040」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA521」
「HOB020」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB061」「HOB062」「HOB341」「HOB342」
「HOB065」「HOB067」「HOB070」「HOB220」
「HOB230」「HOB100」「HOB121」「HOB110」
「HOB135」「HOB120」「HOB145」「HOB160」
「HOB170」「HOB180」「HOB190」「HOB620」
「HOB621」「HOB622」「HOB623」「HOB624」
「HOB080」「HOB090」「HOB093」「HOB096」
「HOB701」「HOB702」「HOB720」「HOB900」
「HOB910」「HOB920」「HOB930」「HOC010」
「HOC020」「HOC030」「HOC040」「HOC050」
「HOC070」「HOC071」「HOC080」「HOC120」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD095」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD500」「HOD510」
「HOE101」「HOE104」「HOE102」「HOE103」
「HOE105」「HOE106」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」
「HOE650」「HOE530」「HOE531」「HOE600」
「HOT010」「HOL330」

手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

変更



手続きID「RHO0050」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA521」
「HOB020」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」
「HOB061」「HOB062」「HOB341」「HOB342」
「HOB065」「HOB067」「HOB070」「HOB220」
「HOB230」「HOB100」「HOB121」「HOB110」
「HOB135」「HOB120」「HOB145」「HOB160」
「HOB170」「HOB180」「HOB190」「HOB620」
「HOB621」「HOB622」「HOB623」「HOB624」
「HOB080」「HOB090」「HOB093」「HOB096」
「HOB701」「HOB702」「HOB720」「HOB900」
「HOB910」「HOB920」「HOB930」「HOC010」
「HOC020」「HOC030」「HOC040」「HOC050」
「HOC070」「HOC071」「HOC080」「HOC120」
「HOD010」「HOD040」「HOD060」「HOD070」
「HOD080」「HOD090」「HOD110」「HOD120」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD190」
「HOD195」「HOD201」「HOD095」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD500」「HOD510」
「HOE101」「HOE104」「HOE102」「HOE103」
「HOE105」「HOE106」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」
「HOE650」「HOE530」「HOE531」「HOE600」
「HOT010」「HOL330」

手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

変更20.8.4



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOB020」
「HOB021」「HOB022」「HOB030」「HOB031」
「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB701」
「HOB702」「HOB720」「HOB900」「HOB910」
「HOB930」「HOC070」「HOC071」「HOC080」
「HOC120」「HOD440」「HOE101」「HOE102」
「HOE103」「HOE105」「HOE106」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE610」「HOE620」「HOE630」
「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE531」
「HOE600」「HOE930」「HOT010」
「HOL330」

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」のバージョンを「8.0.0」から
「8.0.1」に修正
以下の様式IDを追加
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA340」「HOA341」「HOA350」
「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOB020」
「HOB021」「HOB022」「HOB030」「HOB031」
「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB701」
「HOB702」「HOB720」「HOB900」「HOB910」
「HOB930」「HOC070」「HOC071」「HOC080」
「HOC120」「HOD440」「HOE101」「HOE102」
「HOE103」「HOE105」「HOE106」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE610」「HOE620」「HOE630」
「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE531」
「HOE600」「HOE930」「HOT010」「HOL330」



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOA110」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOA310」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOA110」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOA310」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOA310」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOA310」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOA310」のバージョ
ン(様式)欄を「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0010」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0020」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0030」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0040」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0050」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOF010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOG010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOH010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOJ010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正



20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOJ020」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HON010」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「△」
から「▲(HOT010)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOA410」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「▲」
から「▲(HOA420)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOA420」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「▲」
から「▲(HOA410)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOA410」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「▲」
から「▲(HOA420)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申告）Ver80x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOA420」の帳票セッ
ト（手続き）の内、必須帳票「○」、任意帳票「△」、
排他必須帳票「●」、排他任意帳票「▲」欄を「▲」
から「▲(HOA410)」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申請）Ver60x

手続きID「PCR0230」のバージョン(手続き)欄を
「6.0.0」から「6.0.1」に修正

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申請）Ver60x

手続きID「PCR0230」様式ID「TEZ500」のバージョ
ン(様式)欄を「1.2」から「1.3」に修正

20.8.4 削除
手続内帳票対応
表(申請）Ver60x

以下の手続きIDを削除
「PGE0030」「PGE0040」

20.8.4
手続内帳票対応
表(申請）Ver60x

以下の記述を削除
「また、SOZ070「税務代理権限証書」は帳票ヘル
プファイル：EX_ALL_001-001.chmを呼び出す。」

20.8.4 削除
手続内帳票対応
表(申請）Ver70x

以下の手続きIDを削除
「PGE0060」



20.8.4
手続内帳票対応
表(申請）Ver70x

以下の記述を削除
「また、SOZ070「税務代理権限証書」は帳票ヘル
プファイル：EX_ALL_001-001.chmを呼び出す。」

20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申請）Ver80x

新規作成

20.8.4 変更
手続内帳票対応
表(申請）Ver80x

手続きID「PGE0030」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「GEA030」

20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申請）Ver80x

手続きID「PGE0040」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「GEA040」

20.8.4 新規
手続内帳票対応
表(申請）Ver80x

手続きID「PGE0060」を一覧に追加
バージョンは「8.0.0」
以下の様式IDを含む
「GEA070」

20.8.4 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」
「HOB021」「HOB062」「HOB342」「HOB065」
「HOB067」「HOB121」「HOB135」「HOB145」
「HOB093」「HOB096」「HOR636」「HOR637」
「HOR638」「HOR647」「HOR648」「HOR649」
「HOR655」「HOR656」「HOR657」「HOR685」
「HOR686」「HOD260」「HOE101」「HOE105」
「HOE106」「HOT010」

20.8.4 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」
「HOB620」「HOB621」「HOB622」「HOR712」
「HOR713」「HOR612」「HOR613」「HOC071」
「HOD201」「HOE531」



20.8.4 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」
「HOR510」「HOR512」「HOR514」「HOR516」
「HOB061」「HOB341」「HOB623」「HOB624」
「HOR631」「HOR632」「HOR633」「HOR634」
「HOR644」「HOR645」「HOR646」「HOR660」
「HOR661」「HOR670」「HOR680」「HOR690」
「HOR691」「HOR700」「HOR701」「HOD095」

20.8.4 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」
「HOR110」「HOR120」「HOR130」「HOR320」
「HOR321」「HOR420」「HOR421」「HOR610」
「HOR620」「HOR671」「HOR681」「HOR800」
「HOD250」「HOR820」「HOR210」「HOR220」
「HOR230」

20.8.4 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」
「HOB070」「HOB220」「HOB230」「HOB100」
「HOB110」「HOB120」「HOB160」「HOB170」
「HOB180」「HOB190」「HOB080」「HOB090」
「HOE600」「HOL330」

20.8.4 新規
対象帳票一覧（申
告）Ver6x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「6.0」
「HOB020」「HOC030」「HOC040」「HOD100」
「HOD130」「HOD150」「HOE920」「HOE930」
「HOE940」

20.8.4 変更
対象帳票一覧（申
告）Ver6x

様式ID「HOA110」のバージョン欄を「6.0」から「6.1」
に修正

20.8.4 変更
対象帳票一覧（申
告）Ver6x

様式ID「HOA310」のバージョン欄を「6.0」から「6.1」
に修正

20.8.4 変更
対象帳票一覧（申
請）Ver1x

様式ID「TEZ500」のバージョン欄を「1.2」から「1.3」
に修正

20.8.4 削除
対象帳票一覧（申
請）Ver2x

以下の様式IDを削除
「GEA030」



20.8.4 変更
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」
「GEA030」

20.8.4 削除
対象帳票一覧（申
請）Ver3x

以下の様式IDを削除
「GEA040」

20.8.4 新規
対象帳票一覧（申
請）Ver4x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「4.0」
「GEA040」

20.8.4 削除
対象帳票一覧（申
請）Ver4x

以下の様式IDを削除
「GEA070」

20.8.4 新規
対象帳票一覧（申
請）Ver5x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「5.0」
「GEA070」

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
バージョンを「8.0.0」から「8.0.1」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「6」の転記先様式ID「HOA110」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[26]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」に転記元帳票名称「別表七
(二)　会社更生等による債務免除等があった場合
の欠損金の損金算入に関する明細書」と様式ID
「HOB720」を追加

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「6」の転記先様式ID「HOA110」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[26]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」の項目(グループ)名又は項目名を
「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)　[2]当期控
除額(計) + 別表七(二)　[11]当期控除額 + 別表七
(二)　[22]当期控除額 + 別表七(二)　[31]当期控除
額 」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「6」の転記先様式ID「HOA110」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[26]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」から
「BYB00360 + NEB00130 + NEC00130 +
NED00110」に修正



20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「10」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[25]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」に転記元帳票名称「別表七
(二)　会社更生等による債務免除等があった場合
の欠損金の損金算入に関する明細書」と様式ID
「HOB720」を追加

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「10」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[25]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」の項目(グループ)名又は項目名を
「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)　[2]当期控
除額(計) + 別表七(二)　[11]当期控除額 + 別表七
(二)　[22]当期控除額 + 別表七(二)　[31]当期控除
額 」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「10」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[25]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」から
「BYB00360 + NEB00130 + NEC00130 +
NED00110」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「15」の転記先様式ID「HOA130」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[23]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元帳票名称「別表七
(二)　会社更生等による債務免除等があった場合
の欠損金の損金算入に関する明細書」と様式ID
「HOB720」を追加

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「15」の転記先様式ID「HOA130」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[23]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」の項目(グループ)名又は項目名を
「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)　[2]当期控
除額(計) + 別表七(二)　[22]当期控除額 + 別表七
(二)　[31]当期控除額 」に修正



20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「15」の転記先様式ID「HOA130」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[23]欠損金又は災害損失
金等の当期控除額」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」から
「BYB00360 + NEC00130 + NED00110」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「22」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」に転記元帳票名称
「別表七(二)　会社更生等による債務免除等が
あった場合の欠損金の損金算入に関する明細書」
と様式ID「HOB720」を追加

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「22」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」の転記元様式ID
「HOB700」及び「HOB720」の項目(グループ)名又
は項目名を「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)
[2]当期控除額(計) + 別表七(二)　[11]当期控除額
+ 別表七(二)　[22]当期控除額 + 別表七(二)　[31]
当期控除額 」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「22」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」の転記元様式ID
「HOB700」及び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」
から「BYB00360 + NEB00130 + NEC00130 +
NED00110」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「26」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」に転記元帳票名称
「別表七(二)　会社更生等による債務免除等が
あった場合の欠損金の損金算入に関する明細書」
と様式ID「HOB720」を追加



20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「26」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」の転記元様式ID
「HOB700」及び「HOB720」の項目(グループ)名又
は項目名を「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)
[2]当期控除額(計) + 別表七(二)　[11]当期控除額
+ 別表七(二)　[22]当期控除額 + 別表七(二)　[31]
当期控除額 」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「26」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グ
ループ)名又は項目名「[37](1)欠損金又は災害損
失金等の当期控除額(総額)」の転記元様式ID
「HOB700」及び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」
から「BYB00360 + NEB00130 + NEC00130 +
NED00110」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「33」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」に転記元帳票名称「別表七
(二)　会社更生等による債務免除等があった場合
の欠損金の損金算入に関する明細書」と様式ID
「HOB720」を追加

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「33」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」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」の項目(グループ)名又は項目名を
「[2]当期控除額(計)」から「別表七(一)　[2]当期控
除額(計) + 別表七(二)　[31]当期控除額」に修正

20.8.4 変更
帳票間項目チェッ
ク（法人税申告）
Ver80x

DD設06-262-001帳票間項目チェック（法人税申告
_Ver80）
項番「33」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」の転記元様式ID「HOB700」及
び「HOB720」のタグ名を「BYB00360」から
「BYB00360 + NED00110」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOD260(Ver1.0)」,帳票名称「別表十二(二
十)　農用地利用集積準備金の益金算入及び特定
農用地利用規程に定めるところに従い取得した農
用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」を
新規追加



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB342(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(七)
中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税
額の特別控除に関する明細書(平成20年4月1日
以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB096(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二十
九)　リース資産の使用状況等に関する明細書」を
新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB062(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(六)
試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除
に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」を
新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB135(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十五)
事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった
場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(平成20年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR638(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)付表二　連結繰越税額控除限度超過個別帰
属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開始
分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB093(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二十
八)　リース情報通信機器等を事業の用に供しなく
なった場合のリース特別控除取戻税額に関する明
細書」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB121(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十四)
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額
の特別控除に関する明細書(平成20年4月1日以
後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR637(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)付表一　各連結法人の当期控除額等の個別
帰属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB145(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十六)
リース資産の使用状況等に関する明細書(平成20
年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE101(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(二)
付表　公益社団法人又は公益財団法人の寄附金
の公益法人特別限度額の計算に関する明細書」
を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR656(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(五)付表　各連結法人の当期控除額の個別帰属
額に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」
を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR636(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)　試験研究費の総額等に係る法人税額の特
別控除に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR647(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)　中小連結法人が試験研究を行った場合の法
人税額の特別控除に関する明細書(平成20年4月
1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR648(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)付表一　各連結法人の当期控除額等の個別
帰属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR686(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(九)付表　事業基盤強化設備の取得価額に関する
明細書(平成20年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR685(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(九)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法人
税額の特別控除に関する明細書(平成20年4月1
日以後開始分)」を新規追加



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE105(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(五)
リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金
算入に関する明細書」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB065(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(八)
試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控
除に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」
を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB067(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(九)
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に
おける平均売上金額、比較試験研究費の額及び
基準試験研究費の額の計算に関する明細書(平
成20年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR649(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限度超
過個別帰属額に関する明細書(平成20年4月1日
以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR655(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(五)　試験研究費の増加額等に係る法人税額の
特別控除に関する明細書(平成20年4月1日以後
開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB021(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二)
外国税額の控除に関する明細書(平成20年4月1
日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR657(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(六)　試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除における各連結法人の平均売上金額の計算、
特別試験研究費の額及び比較試験研究費の額の
計算に関する明細書(平成20年4月1日以後開始
分)」を新規追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE106(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(六)
公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積
所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入
等に関する明細書」を新規追加



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB620」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB620(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十二)　情報基盤強化設備等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六(二十一)　情報基盤強化設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB620(Ver2.0)」の タグ名「HOB620」の
要素内容を「別表六(二十二)　情報基盤強化設備
等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関
する明細書」から「別表六(二十一)　情報基盤強化
設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に
関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR712」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR712(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十一)　情報基盤強化設備等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(十二)　情報基盤強化設備等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR712(Ver2.0)」の タグ名「HOR712」の
要素内容を「別表六の二(十一)　情報基盤強化設
備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に
関する明細書」から「別表六の二(十二)　情報基盤
強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控
除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR613」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR613(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十三)　中小連結法人の教育訓練費の額に係
る法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(十四)　中小連結法人の教育訓練費の
額に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR613(Ver2.0)」の タグ名「HOR613」の
要素内容を「別表六の二(十三)　中小連結法人の
教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関
する明細書」から「別表六の二(十四)　中小連結法
人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除
に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR612」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR612(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十二)　教育訓練費の増加額に係る法人税額
の特別控除に関する明細書」から「別表六の二(十
三)　教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR612(Ver2.0)」の タグ名「HOR612」の
要素内容を「別表六の二(十二)　教育訓練費の増
加額に係る法人税額の特別控除に関する明細
書」から「別表六の二(十三)　教育訓練費の増加
額に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB622」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB622(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十四)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十三)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB622(Ver2.0)」の タグ名「HOB622」の
要素内容を「別表六(二十四)　リース資産の使用
状況等に関する明細書」から「別表六(二十三)
リース資産の使用状況等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB621」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB621(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十三)　情報基盤強化設備等を事業の用に供し
なくなった場合のリース特別控除取戻税額に関す
る明細書」から「別表六(二十二)　情報基盤強化設
備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特
別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB621(Ver2.0)」の タグ名「HOB621」の
要素内容を「別表六(二十三)　情報基盤強化設備
等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別
控除取戻税額に関する明細書」から「別表六(二十
二)　情報基盤強化設備等を事業の用に供しなく
なった場合のリース特別控除取戻税額に関する明
細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOD201」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOD201(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十二
(十五)　農業経営基盤強化準備金の損金算入及
び認定計画等に定めるところに従い取得した農用
地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」から
「別表十二(十四)　農業経営基盤強化準備金の損
金算入及び認定計画等に定めるところに従い取
得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明
細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOD201(Ver2.0)」の タグ名「HOD201」の
要素内容を「別表十二(十五)　農業経営基盤強化
準備金の損金算入及び認定計画等に定めるとこ
ろに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入
に関する明細書」から「別表十二(十四)　農業経営
基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定
めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損
金算入に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR713」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR713(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十一)付表　情報基盤強化設備等の取得価額
等に関する明細書」から「別表六の二(十二)付表
情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細
書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR713(Ver2.0)」の タグ名「HOR713」の
要素内容を「別表六の二(十一)付表　情報基盤強
化設備等の取得価額等に関する明細書」から「別
表六の二(十二)付表　情報基盤強化設備等の取
得価額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOC071」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOE531」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB341」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB341(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(七)　中小企業者等が試験研究を行った場合の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六(七)　中小企業者等が試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB341(Ver3.0)」の タグ名「HOB341」の
要素内容を「別表六(七)　中小企業者等が試験研
究を行った場合の法人税額の特別控除に関する
明細書」から「旧別表六(七)　中小企業者等が試
験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB061」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB061(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(六)　試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除に関する明細書」から「旧別表六(六)　試験研究
を行った場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB061(Ver3.0)」の タグ名「HOB061」の
要素内容を「別表六(六)　試験研究を行った場合
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「旧
別表六(六)　試験研究を行った場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR632」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR632(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表一　各連結法人の平均売上金額の計
算等に関する明細書」から「旧別表六の二(三)付
表一　各連結法人の平均売上金額の計算等に関
する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR632(Ver3.0)」の タグ名「HOR632」の
要素内容を「別表六の二(三)付表一　各連結法人
の平均売上金額の計算等に関する明細書」から
「旧別表六の二(三)付表一　各連結法人の平均売
上金額の計算等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR670」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR670(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(六)　中小連結法人が機械等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(八)　中小連結法人が機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR670(Ver3.0)」の タグ名「HOR670」の
要素内容を「別表六の二(六)　中小連結法人が機
械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に
関する明細書」から「別表六の二(八)　中小連結法
人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控
除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOD095」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOD095(Ver3.0)」の帳票名称を「別表十二
(十六)　海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入
に関する明細書」から「別表十二(十五)　海洋油
田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細
書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOD095(Ver3.0)」の タグ名「HOD095」の
要素内容を「別表十二(十六)　海洋油田・ガス田廃
鉱準備金の益金算入に関する明細書」から「別表
十二(十五)　海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金
算入に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR680」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR680(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(七)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六の二(七)　事業基盤強化設備を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR680(Ver3.0)」の タグ名「HOR680」の
要素内容を「別表六の二(七)　事業基盤強化設備
を取得した場合等の法人税額の特別控除に関す
る明細書」から「旧別表六の二(七)　事業基盤強化
設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に
関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR660」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR660(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(五)　エネルギー需給構造改革推進設備等を取
得した場合の法人税額の特別控除に関する明細
書」から「別表六の二(七)　エネルギー需給構造改
革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR660(Ver3.0)」の タグ名「HOR660」の
要素内容を「別表六の二(五)　エネルギー需給構
造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」から「別表六の二(七)
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR691」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR691(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(八)付表　工業用機械等の取得価額に関する明
細書」から「別表六の二(十)付表　工業用機械等
の取得価額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR691(Ver3.0)」の タグ名「HOR691」の
要素内容を「別表六の二(八)付表　工業用機械等
の取得価額に関する明細書」から「別表六の二
(十)付表　工業用機械等の取得価額に関する明細
書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB624」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB624(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(二十六)　中小企業者等の教育訓練費の額に係
る法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六(二十五)　中小企業者等の教育訓練費の額
に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB624(Ver3.0)」の タグ名「HOB624」の
要素内容を「別表六(二十六)　中小企業者等の教
育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関す
る明細書」から「別表六(二十五)　中小企業者等の
教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB623」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB623(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(二十五)　教育訓練費の増加額に係る法人税額
の特別控除に関する明細書」から「別表六(二十
四)　教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB623(Ver3.0)」の タグ名「HOB623」の
要素内容を「別表六(二十五)　教育訓練費の増加
額に係る法人税額の特別控除に関する明細書」
から「別表六(二十四)　教育訓練費の増加額に係
る法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR633」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR633(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表二　各連結法人の当期控除額の個別
帰属額等に関する明細書」から「旧別表六の二
(三)付表二　各連結法人の当期控除額の個別帰
属額等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR633(Ver3.0)」の タグ名「HOR633」の
要素内容を「別表六の二(三)付表二　各連結法人
の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書」
から「旧別表六の二(三)付表二　各連結法人の当
期控除額の個別帰属額等に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR645」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR645(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)付表一　各連結法人の当期控除額の個別
帰属額等に関する明細書」から「旧別表六の二
(四)付表一　各連結法人の当期控除額の個別帰
属額等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR645(Ver3.0)」の タグ名「HOR645」の
要素内容を「別表六の二(四)付表一　各連結法人
の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書」
から「旧別表六の二(四)付表一　各連結法人の当
期控除額の個別帰属額等に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR631」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR631(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)　試験研究を行った場合の法人税額の特別
控除に関する明細書」から「旧別表六の二(三)　試
験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関
する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR631(Ver3.0)」の タグ名「HOR631」の
要素内容を「別表六の二(三)　試験研究を行った
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」か
ら「旧別表六の二(三)　試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR644」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR644(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)　中小連結法人が試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別
表六の二(四)　中小連結法人が試験研究を行った
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR644(Ver3.0)」の タグ名「HOR644」の
要素内容を「別表六の二(四)　中小連結法人が試
験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関
する明細書」から「旧別表六の二(四)　中小連結法
人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR690」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR690(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(八)　沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」から「別表六の二(十)　沖縄の特定地域にお
いて工業用機械等を取得した場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR690(Ver3.0)」の タグ名「HOR690」の
要素内容を「別表六の二(八)　沖縄の特定地域に
おいて工業用機械等を取得した場合の法人税額
の特別控除に関する明細書」から「別表六の二
(十)　沖縄の特定地域において工業用機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除に関する明細
書」に修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR700」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR700(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(九)　沖縄の特定中小連結法人が経営革新設
備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に
関する明細書」から「別表六の二(十一)　沖縄の特
定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR700(Ver3.0)」の タグ名「HOR700」の
要素内容を「別表六の二(九)　沖縄の特定中小連
結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「別表六
の二(十一)　沖縄の特定中小連結法人が経営革
新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR634」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR634(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表三　連結繰越税額控除限度超過個別
帰属額に関する明細書」から「旧別表六の二(三)
付表三　連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR634(Ver3.0)」の タグ名「HOR634」の
要素内容を「別表六の二(三)付表三　連結繰越税
額控除限度超過個別帰属額に関する明細書」か
ら「旧別表六の二(三)付表三　連結繰越税額控除
限度超過個別帰属額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR661」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR661(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(五)付表　エネルギー需給構造改革推進設備等
の取得価額に関する明細書」から「別表六の二
(七)付表　エネルギー需給構造改革推進設備等の
取得価額に関する明細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR661(Ver3.0)」の タグ名「HOR661」の
要素内容を「別表六の二(五)付表　エネルギー需
給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細
書」から「別表六の二(七)付表　エネルギー需給構
造改革推進設備等の取得価額に関する明細書」
に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR701」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR701(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(九)付表　経営革新設備等の取得価額等に関
する明細書」から「別表六の二(十一)付表　経営革
新設備等の取得価額等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR701(Ver3.0)」の タグ名「HOR701」の
要素内容を「別表六の二(九)付表　経営革新設備
等の取得価額等に関する明細書」から「別表六の
二(十一)付表　経営革新設備等の取得価額等に
関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR510」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR510(Ver3.0)」のタグ名「VBB00020」,要
素内容「区分名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(40)」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR516」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR516(Ver3.0)」のタグ名「VEC02420」,要
素内容「項目名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(20)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR516(Ver3.0)」のタグ名「VEC03140」,要
素内容「項目名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(20)」に修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」のタグ名「VCB00150」,要
素内容「区分名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(40)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」にタグ名「VCB00253」,レ
ベル「07」,要素内容「増　内書文字(内)」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「string(1)」, 小「0」を行
追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」にタグ名「VCB00256」,レ
ベル「07」,要素内容「増　内書き」,共通ボキャブラリ
またはデータ型「kingaku」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」の タグ名「VCB00260」
の要素内容を「増」から「増　本書き」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」にタグ名「VCB00263」,レ
ベル「06」,要素内容「差引翌期首現在連結個別利
益積立金額　内書文字(内)」,共通ボキャブラリまた
はデータ型「string(1)」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」にタグ名「VCB00266」,レ
ベル「06」,要素内容「差引翌期首現在連結個別利
益積立金額　内書き」,共通ボキャブラリまたは
データ型「kingaku」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」の タグ名「VCB00270」
の要素内容を「差引翌期首現在連結個別利益積
立金額」から「差引翌期首現在連結個別利益積立
金額　本書き」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」のタグ名「VCC00140」,要
素内容「区分名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(40)」に修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR514」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR514(Ver3.0)」のタグ名「VDG00310」,要
素内容「項目名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(20)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR514(Ver3.0)」のタグ名「VDG01030」,要
素内容「項目名」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(30)」から「string(20)」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR646」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR646(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限度
超過個別帰属額に関する明細書」から「旧別表六
の二(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限
度超過個別帰属額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR646(Ver3.0)」の タグ名「HOR646」の
要素内容を「別表六の二(四)付表二　繰越中小連
結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明
細書」から「旧別表六の二(四)付表二　繰越中小
連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する
明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHC00025」,要
素内容「期首連結利益積立金額　区分」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00090」,要
素内容「特定子会社の子会社株式等の譲渡利益
相当額の損金算入額」を行削除



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00125」,要
素内容「所得基準額　区分」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00140」,要
素内容「自己資本基準額の計算」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00150」,要
素内容「前期末の総資産の額の合計額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00160」,要
素内容「前期末の自己資本の額の合計額」を行削
除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のタグ名「RHD00180」,要
素内容「自己資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」の タグ名「RHH00110」
の要素内容を「(35)の10％相当額」から「(31)の
10％相当額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」の タグ名「RHH00120」
の要素内容を「(36)の15％相当額」から「(32)の
15％相当額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」の タグ名「RHH00130」
の要素内容を「(37)の20％相当額」から「(33)の
20％相当額」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOD250」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOD250(Ver4.0)」の帳票名称を「別表十二
(二十)　使用済核燃料再処理準備金の益金算入
に関する明細書」から「別表十二(十九)　使用済核
燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書」
に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOD250(Ver4.0)」の タグ名「HOD250」の
要素内容を「別表十二(二十)　使用済核燃料再処
理準備金の益金算入に関する明細書」から「別表
十二(十九)　使用済核燃料再処理準備金の益金
算入に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00100」,要
素内容「特定子会社の子会社株式等の譲渡利益
相当額の損金算入額の個別帰属額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00175」,要
素内容「自己資本基準額を連結留保控除額とする
場合」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00180」,要
素内容「前期末の総資産の額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00190」,要
素内容「前期末の自己資本の額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00200」,要
素内容「個別帰属自己資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00210」,要
素内容「留保金個別帰属額がある連結法人の個
別帰属自己資本基準額の合計額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00220」,要
素内容「課税連結留保金額の計算における自己
資本基準額」を行削除



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RID00230」,要
素内容「個別自己資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のタグ名「RIB00003」,要
素内容「個別留保所得金額　内書き文字(内)」の
共通ボキャブラリまたはデータ型を「string(2)」から
「string(1)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」の タグ名「RIB00080」の
要素内容を「(8)＋(9)－(10)－(別表一の二(一)
「11」のうち帰せられる金額)－別表六の二(二)付
表「14」－(別表六の二(四)付表一「9」＋「21」)－別
表六の二(五)「15」－別表六の二(六)「22」－別表
六の二(七)「22」－別表六の二(八)「16」－別表六
の二(九)「23」－別表六の二(十)「26」－別表六の
二(十一)「22」－別表六の二(十三)｢17｣」から「(8)＋
(9)－(10)－(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる
金額)－別表六の二(二)付表「14」－別表六の二
(四)付表一「16」－別表六の二(七)「15」－別表六
の二(八)「22」－(別表六の二(九)「8」＋「14」)－別
表六の二(十)「16」－別表六の二(十一)「23」－別
表六の二(十二)｢22｣」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」の タグ名「RIF00080」の
要素内容を「(47)の10％相当額」から「(40)の10％
相当額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」の タグ名「RIF00090」の
要素内容を「(48)の15％相当額」から「(41)の15％
相当額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」の タグ名「RIF00100」の
要素内容を「(49)の20％相当額」から「(42)の20％
相当額」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR671」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR671(Ver4.0)」の帳票名称を「別表六の
二(六)付表　機械等の取得価額等に関する明細
書」から「別表六の二(八)付表　機械等の取得価
額等に関する明細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR671(Ver4.0)」の タグ名「HOR671」の
要素内容を「別表六の二(六)付表　機械等の取得
価額等に関する明細書」から「別表六の二(八)付
表　機械等の取得価額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR681」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR681(Ver4.0)」の帳票名称を「別表六の
二(七)付表　事業基盤強化設備の取得価額等に
関する明細書」から「旧別表六の二(七)付表　事業
基盤強化設備の取得価額等に関する明細書」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR681(Ver4.0)」の タグ名「HOR681」の
要素内容を「別表六の二(七)付表　事業基盤強化
設備の取得価額等に関する明細書」から「旧別表
六の二(七)付表　事業基盤強化設備の取得価額
等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR420」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR220」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR800」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR620」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00010」の
要素内容を「損金算入限度額の計算」から「一般
寄附金の損金算入限度額の計算」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00040」の
要素内容を「特定公益増進法人、認定特定非営利
活動法人等に対する寄附金額」から「特定公益増
進法人等に対する寄附金額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00160」の
要素内容を「損金算入限度額の計算」から「一般
寄附金の損金算入限度額の計算」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00170」の
要素内容を「(10)の月数換算額」から「同上の月数
換算額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00210」の
要素内容を「損金算入限度額」から「一般寄附金
の損金算入限度額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」にタグ名「THB00212」,レ
ベル「05」,要素内容「特定公益増進法人等に対す
る寄附金の特別損金算入限度額の計算」, 小
「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」にタグ名「THB00214」,レ
ベル「06」,要素内容「寄附金支出前連結所得金額
の5/100相当額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」にタグ名「THB00216」,レ
ベル「06」,要素内容「連結親法人の期末の連結個
別資本金等の額の月数換算額の2.5/1,000相当
額」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,
小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」にタグ名「THB00218」,レ
ベル「06」,要素内容「特定公益増進法人等に対す
る寄附金の特別損金算入限度額」,共通ボキャブラ
リまたはデータ型「kingaku」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THB00220」の
要素内容を「特定公益増進法人、認定特定非営利
活動法人等に対する寄附金の損金算入額」から
「特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算
入額」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THC00010」,要
素内容「明細　繰り返し」の 大を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THC00030」,要
素内容「寄附先」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(20)」から「string(30)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THD00010」,要
素内容「明細　繰り返し」の 大を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THD00030」,要
素内容「寄附先又は受託者」の共通ボキャブラリま
たはデータ型を「string(20)」から「string(30)」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THD00050」,要
素内容「寄附金の使途又は認定特定公益信託の
名称」の共通ボキャブラリまたはデータ型を
「string(20)」から「string(30)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THE00010」,要
素内容「明細　繰り返し」の 大を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THE00030」,要
素内容「受託者」の共通ボキャブラリまたはデータ
型を「string(20)」から「string(30)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のタグ名「THE00050」,要
素内容「特定公益信託の名称」の共通ボキャブラ
リまたはデータ型を「string(20)」から「string(30)」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THF00040」の
要素内容を「特定公益増進法人、認定特定非営利
活動法人等に対する寄附金額」から「特定公益増
進法人等に対する寄附金額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THF00080」の
要素内容を「(27)の寄附金額のうち同上の寄附金
以外の寄附金額」から「(30)の寄附金額のうち同上
の寄附金以外の寄附金額」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THF00100」の
要素内容を「(14)のうち当該連結法人が支出した
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人等
に対する寄附金額に相当する金額」から「(17)のう
ち当該連結法人が支出した特定公益増進法人等
に対する寄附金額に係る部分に相当する金額」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」の タグ名「THF00110」の
要素内容を「損金不算入額(18)のうち当該連結法
人に帰せられる金額」から「損金不算入額(21)のう
ち当該連結法人に帰せられる金額」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR110」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR421」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR610」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR120」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR130」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR210」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR230」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330」のバージョンを「4.1」から「5.0」に
修正し、XML構造設計書を追加



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330(Ver5.0)」の帳票名称を「様式34
新たに特別償却等の適用対象とされた資産の特
別償却等の償却限度額の計算に関する付表(付
表三十四)」から「様式34　新たに特別償却等の適
用対象とされた資産の特別償却等の償却限度額
の計算に関する付表(付表三十四)(平成19年4月1
日以後終了分)」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330(Ver5.0)」の タグ名「HOL330」の要
素内容を「様式34　新たに特別償却等の適用対象
とされた資産の特別償却等の償却限度額の計算
に関する付表(付表三十四)」から「様式34　新たに
特別償却等の適用対象とされた資産の特別償却
等の償却限度額の計算に関する付表(付表三十
四)(平成19年4月1日以後終了分)」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB090」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB090(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(二十八)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十七)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB090(Ver5.0)」の タグ名「HOB090」の
要素内容を「別表六(二十八)　リース資産の使用
状況等に関する明細書」から「別表六(二十七)
リース資産の使用状況等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB120」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB120(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十四)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「旧別表六(十四)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB120(Ver5.0)」の タグ名「HOB120」の
要素内容を「別表六(十四)　リース資産の使用状
況等に関する明細書」から「旧別表六(十四)　リー
ス資産の使用状況等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB070」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB070(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(八)　エネルギー需給構造改革推進設備等を取得
した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
から「別表六(十)　エネルギー需給構造改革推進
設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に
関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB070(Ver5.0)」の タグ名「HOB070」の
要素内容を「別表六(八)　エネルギー需給構造改
革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別
控除に関する明細書」から「別表六(十)　エネル
ギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB230」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB230(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十一)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(十三)　リース資産の使用状況等
に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB230(Ver5.0)」の タグ名「HOB230」の
要素内容を「別表六(十一)　リース資産の使用状
況等に関する明細書」から「別表六(十三)　リース
資産の使用状況等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB220」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB220(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十)　中小企業者等又は中小連結法人が特定機
械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリー
ス特別控除取戻税額に関する明細書」から「別表
六(十二)　中小企業者等又は中小連結法人が特
定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合の
リース特別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB220(Ver5.0)」の タグ名「HOB220」の
要素内容を「別表六(十)　中小企業者等又は中小
連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しな
くなった場合のリース特別控除取戻税額に関する
明細書」から「別表六(十二)　中小企業者等又は
中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供
しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB180」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



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB180(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十七)　沖縄の特定中小企業者又は特定中小連
結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなっ
た場合のリース特別控除取戻税額に関する明細
書」から「別表六(十九)　沖縄の特定中小企業者
又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の
用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税
額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB180(Ver5.0)」の タグ名「HOB180」の
要素内容を「別表六(十七)　沖縄の特定中小企業
者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業
の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻
税額に関する明細書」から「別表六(十九)　沖縄の
特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革
新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース
特別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十六)　沖縄の特定中小企業者が経営革新設備
等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関
する明細書」から「別表六(十八)　沖縄の特定中小
企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人
税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170(Ver5.0)」の タグ名「HOB170」の
要素内容を「別表六(十六)　沖縄の特定中小企業
者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税
額の特別控除に関する明細書」から「別表六(十
八)　沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170(Ver5.0)」の タグ名「BRB00000」
の要素内容を「沖縄の特定中小企業者が経営革
新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控
除に関する明細　繰り返し」から「沖縄の特定中小
企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人
税額の特別控除に関する明細　繰り返し」に修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB160」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB160(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十五)　沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」から「別表六(十七)　沖縄の特定地域におい
て工業用機械等を取得した場合の法人税額の特
別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB160(Ver5.0)」の タグ名「HOB160」の
要素内容を「別表六(十五)　沖縄の特定地域にお
いて工業用機械等を取得した場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」から「別表六(十七)　沖
縄の特定地域において工業用機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB190」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB190(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十八)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十)　リース資産の使用状況等
に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB190(Ver5.0)」の タグ名「HOB190」の
要素内容を「別表六(十八)　リース資産の使用状
況等に関する明細書」から「別表六(二十)　リース
資産の使用状況等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB080」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB080(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(二十七)　電子機器利用設備を指定事業の用に
供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に
関する明細書」から「別表六(二十六)　電子機器利
用設備を指定事業の用に供しなくなった場合の
リース特別控除取戻税額に関する明細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB080(Ver5.0)」の タグ名「HOB080」の
要素内容を「別表六(二十七)　電子機器利用設備
を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特
別控除取戻税額に関する明細書」から「別表六(二
十六)　電子機器利用設備を指定事業の用に供し
なくなった場合のリース特別控除取戻税額に関す
る明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00050」,レ
ベル「06」,要素内容「従業員の数」,共通ボキャブラ
リまたはデータ型「nonNegativeInteger(6)」, 小
「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」の タグ名「EVB00090」の
要素内容を「第＿号該当」から「第＿該当」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00163」,レ
ベル「07」,要素内容「同一の者による国外関連者
の株式等の保有」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00165」,レ
ベル「08」,要素内容「（内＿％）」,共通ボキャブラリ
またはデータ型「decimal(3.3)」, 小「0」,備考
「（％）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00167」,レ
ベル「08」,要素内容「同一の者による国外関連者
の株式等の保有割合」,共通ボキャブラリまたは
データ型「decimal(3.3)」, 小「0」,備考「（％）」を行
追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00230」,レ
ベル「06」,要素内容「営業収益又は売上高　円換
算」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,
小「0」,備考「（百万円）」を行追加



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00270」,レ
ベル「07」,要素内容「原価　円換算」,共通ボキャブ
ラリまたはデータ型「kingaku」, 小「0」,備考「（百万
円）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00300」,レ
ベル「07」,要素内容「販売費及び一般管理費　円
換算」,共通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,

小「0」,備考「（百万円）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00330」,レ
ベル「06」,要素内容「営業利益　円換算」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kingaku」, 小「0」,備考
「（百万円）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00360」,レ
ベル「06」,要素内容「税引前当期利益　円換算」,共
通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」, 小「0」,
備考「（百万円）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00363」,レ
ベル「06」,要素内容「利益剰余金」,共通ボキャブラ
リまたはデータ型「gaika」, 小「0」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00367」,レ
ベル「06」,要素内容「利益剰余金　円換算」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kingaku」, 小「0」,備考
「（百万円）」を行追加

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」にタグ名「EVB00620」,レ
ベル「05」,要素内容「事前確認の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」, 小「0」を行追
加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB100」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB100(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十二)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六(十二)　事業基盤強化設備を取得した場合等の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB100(Ver5.0)」の タグ名「HOB100」の
要素内容を「別表六(十二)　事業基盤強化設備を
取得した場合等の法人税額の特別控除に関する
明細書」から「旧別表六(十二)　事業基盤強化設
備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB110」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB110(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十三)　事業基盤強化設備等を事業の用に供しな
くなった場合のリース特別控除取戻税額に関する
明細書」から「旧別表六(十三)　事業基盤強化設
備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特
別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB110(Ver5.0)」の タグ名「HOB110」の
要素内容を「別表六(十三)　事業基盤強化設備等
を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控
除取戻税額に関する明細書」から「旧別表六(十
三)　事業基盤強化設備等を事業の用に供しなく
なった場合のリース特別控除取戻税額に関する明
細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD100」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD100(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十七)　特定ガス導管工事償却準備金の益金算
入に関する明細書」から「別表十二(十六)　特定ガ
ス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細
書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD100(Ver6.0)」の タグ名「HOD100」の
要素内容を「別表十二(十七)　特定ガス導管工事
償却準備金の益金算入に関する明細書」から「別
表十二(十六)　特定ガス導管工事償却準備金の
益金算入に関する明細書」に修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00000」の
要素内容を「1残余財産の一部分配の場合」から
「1残余財産の一部分配等の場合」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00010」の
要素内容を「残余財産分配額」から「残余財産の
分配又は引渡しの額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00020」の
要素内容を「この申告に係る分配額」から「この申
告に係る分配又は引渡しの額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00050」の
要素内容を「解散時の資本金等の額及び分配時
までの利益積立金額等の合計額」から「解散時の
資本金等の額及び分配等の時までの利益積立金
額等の合計額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00110」の
要素内容を「解散時から分配時までに生じた利益
積立金額の合計額」から「解散時から分配又は引
渡しの時までに生じた利益積立金額の合計額」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00170」の
要素内容を「既に分配した金額」から「既に分配又
は引渡しをした金額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDB00200」の
要素内容を「解散時の資本金等の額及び解散時
から分配時までの利益積立金額等の合計額」から
「解散時の資本金等の額及び解散時から分配又
は引渡しの時までの利益積立金額等の合計額」に
修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDC00140」の
要素内容を「既に分配した金額」から「既に分配又
は引渡しをした金額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDC00150」の
要素内容を「清算中の所得又は一部分配により納
付すべき法人税額」から「清算中の所得に係る法
人税又は残余財産の一部の分配若しくは引渡し
により納付すべき法人税の額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDC00180」の
要素内容を「清算中の所得又は一部分配により納
付すべき事業税額」から「清算中の所得に係る事
業税又は残余財産の一部の分配若しくは引渡し
により納付すべき事業税の額」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」の タグ名「FDC00340」の
要素内容を「清算中に還付等を受けた金額(令第9
条第1項第1号トに規定する法人税、会社臨時特
別税、法人臨時特別税、法人特別税、道府県民税
及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)」から
「清算中に還付等を受けた金額(令第9条第1項第1
号チに規定する法人税、会社臨時特別税、法人臨
時特別税、法人特別税、道府県民税及び市町村
民税に係る部分の金額を除く。)」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC040」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

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」のタグ名「CFF00005」,要
素内容「期首利益積立金額　区分」を行削除



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」の タグ名「CFH00090」
の要素内容を「税額計」から「税額計(本書き)」に
修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」にタグ名「CFH00095」,レ
ベル「06」,要素内容「税額計(外書き文字)」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「string(1)」, 小「0」を行
追加

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD130」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD130(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十八)　プログラム等準備金の益金算入に関する
明細書」から「別表十二(十七)　プログラム等準備
金の益金算入に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD130(Ver6.0)」の タグ名「HOD130」の
要素内容を「別表十二(十八)　プログラム等準備
金の益金算入に関する明細書」から「別表十二(十
七)　プログラム等準備金の益金算入に関する明
細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD150」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD150(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十九)　渇水準備金の益金算入に関する明細書」
から「別表十二(十八)　渇水準備金の益金算入に
関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD150(Ver6.0)」の タグ名「HOD150」の
要素内容を「別表十二(十九)　渇水準備金の益金
算入に関する明細書」から「別表十二(十八)　渇水
準備金の益金算入に関する明細書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOA310」のバージョンを「6.0」から「6.1」に
修正



20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOB020」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOB020(Ver6.0)」の帳票名称を「別表六
(二)　外国税額の控除に関する明細書」から「旧別
表六(二)　外国税額の控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOB020(Ver6.0)」の タグ名「HOB020」の
要素内容を「別表六(二)　外国税額の控除に関す
る明細書」から「旧別表六(二)　外国税額の控除に
関する明細書」に修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE940」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOA110」のバージョンを「6.0」から「6.1」に
修正

20.8.4 新規
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920」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

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の帳票名称を「別表二十
(二)　清算所得に係る申告書-残余財産分配予納
及び清算確定申告分」から「別表二十(二)　清算所
得に係る申告書-残余財産分配等予納及び清算
確定申告分」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の タグ名「HOE920」の要
素内容を「別表二十(二)　清算所得に係る申告書-
残余財産分配予納及び清算確定申告分」から「別
表二十(二)　清算所得に係る申告書-残余財産分
配等予納及び清算確定申告分」に修正



20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の タグ名「FCA00180」の
要素内容を「（１）　解散の時の貸借対照表、残余
財産の分配の時における貸借対照表及び財産目
録、解散後その残余財産の分配の時までの清算
計算書」から「（１）　解散の時の貸借対照表、残余
財産の分配又は引渡しの時における貸借対照表
及び財産目録、解散後その残余財産の分配又は
引渡しの時までの清算計算書」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の タグ名「FCB00200」の
要素内容を「一部分配分　　繰り返し」から「一部の
分配又は引渡しの分　　繰り返し」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の タグ名「FCG00000」の
要素内容を「この申告に係る残余財産分配の日」
から「この申告に係る残余財産の分配又は引渡し
の日」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOD260(Ver1.0)」,帳票名称「別表十二(二
十)　農用地利用集積準備金の益金算入及び特定
農用地利用規程に定めるところに従い取得した農
用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」を
新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB342(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(七)
中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税
額の特別控除に関する明細書(平成20年4月1日
以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB096(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二十
九)　リース資産の使用状況等に関する明細書」を
新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB062(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(六)
試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除
に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」を
新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB135(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十五)
事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった
場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
(平成20年4月1日以後開始分)」を新規追加



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR638(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)付表二　連結繰越税額控除限度超過個別帰
属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開始
分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB093(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二十
八)　リース情報通信機器等を事業の用に供しなく
なった場合のリース特別控除取戻税額に関する明
細書」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB121(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十四)
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額
の特別控除に関する明細書(平成20年4月1日以
後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR637(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)付表一　各連結法人の当期控除額等の個別
帰属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB145(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(十六)
リース資産の使用状況等に関する明細書(平成20
年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE101(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(二)
付表　公益社団法人又は公益財団法人の寄附金
の公益法人特別限度額の計算に関する明細書」
を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR656(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(五)付表　各連結法人の当期控除額の個別帰属
額に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」
を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR636(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(三)　試験研究費の総額等に係る法人税額の特
別控除に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR647(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)　中小連結法人が試験研究を行った場合の法
人税額の特別控除に関する明細書(平成20年4月
1日以後開始分)」を新規追加



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR648(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)付表一　各連結法人の当期控除額等の個別
帰属額に関する明細書(平成20年4月1日以後開
始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR686(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(九)付表　事業基盤強化設備の取得価額に関する
明細書(平成20年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR685(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(九)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法人
税額の特別控除に関する明細書(平成20年4月1
日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE105(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(五)
リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金
算入に関する明細書」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB065(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(八)
試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控
除に関する明細書(平成20年4月1日以後開始分)」
を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB067(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(九)
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に
おける平均売上金額、比較試験研究費の額及び
基準試験研究費の額の計算に関する明細書(平
成20年4月1日以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR649(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限度超
過個別帰属額に関する明細書(平成20年4月1日
以後開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR655(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(五)　試験研究費の増加額等に係る法人税額の
特別控除に関する明細書(平成20年4月1日以後
開始分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOB021(Ver1.0)」,帳票名称「別表六(二)
外国税額の控除に関する明細書(平成20年4月1
日以後開始分)」を新規追加



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOR657(Ver1.0)」,帳票名称「別表六の二
(六)　試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除における各連結法人の平均売上金額の計算、
特別試験研究費の額及び比較試験研究費の額の
計算に関する明細書(平成20年4月1日以後開始
分)」を新規追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver1x

様式ID「HOE106(Ver1.0)」,帳票名称「別表十四(六)
公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積
所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入
等に関する明細書」を新規追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOI050(Ver2.0)」のXMLタグ「HED00100」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「期末棚卸方法」の値の範囲を「1:
実地棚卸　2:帳簿棚卸　3:両方の併用」から「1:実
地棚卸　2:帳簿棚卸　3:ＡとＢとの併用」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB620」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB620(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十二)　情報基盤強化設備等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六(二十一)　情報基盤強化設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR712」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR712(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十一)　情報基盤強化設備等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(十二)　情報基盤強化設備等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR613」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR613(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十三)　中小連結法人の教育訓練費の額に係
る法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(十四)　中小連結法人の教育訓練費の
額に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR612」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR612(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十二)　教育訓練費の増加額に係る法人税額
の特別控除に関する明細書」から「別表六の二(十
三)　教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB622」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB622(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十四)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十三)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB621」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOB621(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六
(二十三)　情報基盤強化設備等を事業の用に供し
なくなった場合のリース特別控除取戻税額に関す
る明細書」から「別表六(二十二)　情報基盤強化設
備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特
別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOD201」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOD201(Ver2.0)」の帳票名称を「別表十二
(十五)　農業経営基盤強化準備金の損金算入及
び認定計画等に定めるところに従い取得した農用
地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」から
「別表十二(十四)　農業経営基盤強化準備金の損
金算入及び認定計画等に定めるところに従い取
得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明
細書」に修正



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR713」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOR713(Ver2.0)」の帳票名称を「別表六の
二(十一)付表　情報基盤強化設備等の取得価額
等に関する明細書」から「別表六の二(十二)付表
情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細
書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOC071」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOC071(Ver2.0)」のXMLタグ「LMD00000」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業年度等」の計算／備考
を「「平十九・九・三十」表示（漢数字）」から「「平×
×・××・××」表示（漢数字）」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOE531」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver2x

様式ID「HOE531(Ver2.0)」のXMLタグ「LPE00000」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業年度等」の計算／備考
を「「平十九・五・一」表示」から「「平××・××・×
×」表示（漢数字）」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB341」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB341(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(七)　中小企業者等が試験研究を行った場合の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六(七)　中小企業者等が試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB061」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB061(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(六)　試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除に関する明細書」から「旧別表六(六)　試験研究
を行った場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR632」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR632(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表一　各連結法人の平均売上金額の計
算等に関する明細書」から「旧別表六の二(三)付
表一　各連結法人の平均売上金額の計算等に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR670」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR670(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(六)　中小連結法人が機械等を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六の二(八)　中小連結法人が機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOD095」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOD095(Ver3.0)」の帳票名称を「別表十二
(十六)　海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入
に関する明細書」から「別表十二(十五)　海洋油
田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細
書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR680」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR680(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(七)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六の二(七)　事業基盤強化設備を取得した場合等
の法人税額の特別控除に関する明細書」に修正



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR660」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR660(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(五)　エネルギー需給構造改革推進設備等を取
得した場合の法人税額の特別控除に関する明細
書」から「別表六の二(七)　エネルギー需給構造改
革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR691」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR691(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(八)付表　工業用機械等の取得価額に関する明
細書」から「別表六の二(十)付表　工業用機械等
の取得価額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB624」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB624(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(二十六)　中小企業者等の教育訓練費の額に係
る法人税額の特別控除に関する明細書」から「別
表六(二十五)　中小企業者等の教育訓練費の額
に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB623」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOB623(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六
(二十五)　教育訓練費の増加額に係る法人税額
の特別控除に関する明細書」から「別表六(二十
四)　教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別
控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR633」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR633(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表二　各連結法人の当期控除額の個別
帰属額等に関する明細書」から「旧別表六の二
(三)付表二　各連結法人の当期控除額の個別帰
属額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR645」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR645(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)付表一　各連結法人の当期控除額の個別
帰属額等に関する明細書」から「旧別表六の二
(四)付表一　各連結法人の当期控除額の個別帰
属額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR631」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR631(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)　試験研究を行った場合の法人税額の特別
控除に関する明細書」から「旧別表六の二(三)　試
験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関
する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR644」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR644(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)　中小連結法人が試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別
表六の二(四)　中小連結法人が試験研究を行った
場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR690」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR690(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(八)　沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」から「別表六の二(十)　沖縄の特定地域にお
いて工業用機械等を取得した場合の法人税額の
特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR700」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR700(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(九)　沖縄の特定中小連結法人が経営革新設
備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に
関する明細書」から「別表六の二(十一)　沖縄の特
定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR634」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR634(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(三)付表三　連結繰越税額控除限度超過個別
帰属額に関する明細書」から「旧別表六の二(三)
付表三　連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR661」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR661(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(五)付表　エネルギー需給構造改革推進設備等
の取得価額に関する明細書」から「別表六の二
(七)付表　エネルギー需給構造改革推進設備等の
取得価額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR701」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR701(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(九)付表　経営革新設備等の取得価額等に関
する明細書」から「別表六の二(十一)付表　経営革
新設備等の取得価額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR510」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR516」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」に入力型「文字」,帳票項
番「18」,項目名「(3)当期の増減　増　内書文字
(内)」,XMLタグ「VCB00253」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」に入力型「数値」,帳票項
番「18」,項目名「(3)当期の増減　増　内書き」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「VCB00256」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」のXMLタグ「VCB00260」
の項目名を「(3)当期の増減　増」から「(3)当期の増
減　増　本書き」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」に入力型「文字」,帳票項
番「18」,項目名「(4)差引翌期首現在連結個別利益
積立金額　内書文字(内)」,XMLタグ「VCB00263」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」に入力型「数値」,帳票項
番「18」,項目名「(4)差引翌期首現在連結個別利益
積立金額　内書き」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「VCB00266」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR512(Ver3.0)」のXMLタグ「VCB00270」
の項目名を「(4)差引翌期首現在連結個別利益積
立金額」から「(4)差引翌期首現在連結個別利益積
立金額　本書き」に修正



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR514」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR646」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver3x

様式ID「HOR646(Ver3.0)」の帳票名称を「別表六の
二(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限度
超過個別帰属額に関する明細書」から「旧別表六
の二(四)付表二　繰越中小連結法人税額控除限
度超過個別帰属額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHC00025」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「期首連結利益積立金額」,項目名
「区分」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00090」,
項目名「特定子会社の子会社株式等の譲渡利益
相当額の損金算入額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00125」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「所得基準額」,項目名「区分」を行
削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00150」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「自己資本基準額の計算」,項目名
「前期末の総資産の額の合計額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00160」,
項目名「前期末の自己資本の額の合計額」を行削
除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00180」,
項目名「自己資本基準額」を行削除



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00100」,
項目名「課税済留保金額の損金算入額」の帳票項
番を「26」から「25」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00110」,
項目名「課税対象留保金額の益金算入額」の帳票
項番を「27」から「26」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00120」,
項目名「連結所得等の金額」の帳票項番を「28」か
ら「27」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHD00130」,
項目名「所得基準額」の帳票項番を「29」から「28」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHF00000」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「連結留保控除額」の帳票項番を
「33」から「29」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHG00000」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「課税連結留保金額」の帳票項番
を「34」から「30」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00030」,
項目名「年3,000万円相当額以下の金額　月数」の
帳票項番を「35」から「31」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00040」,
項目名「年3,000万円相当額以下の金額　金額」の
帳票項番を「35」から「31」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00060」,
項目名「年3,000万円相当額を超え年1億円相当額
以下の金額　月数」の帳票項番を「36」から「32」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00070」,
項目名「年3,000万円相当額を超え年1億円相当額
以下の金額　金額」の帳票項番を「36」から「32」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00080」,
項目名「年1億円相当額を超える金額」の帳票項
番を「37」から「33」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00090」,
項目名「計」の帳票項番を「38」から「34」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00110」
の項目名を「(35)の10％相当額」から「(31)の10％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00110」,
項目名「(31)の10％相当額」の帳票項番を「39」か
ら「35」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00120」
の項目名を「(36)の15％相当額」から「(32)の15％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00120」,
項目名「(32)の15％相当額」の帳票項番を「40」か
ら「36」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00130」
の項目名を「(37)の20％相当額」から「(33)の20％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00130」,
項目名「(33)の20％相当額」の帳票項番を「41」か
ら「37」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR320(Ver4.0)」のXMLタグ「RHH00140」,
項目名「計」の帳票項番を「42」から「38」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOD250」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOD250(Ver4.0)」の帳票名称を「別表十二
(二十)　使用済核燃料再処理準備金の益金算入
に関する明細書」から「別表十二(十九)　使用済核
燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書」
に修正



20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00100」,
項目名「特定子会社の子会社株式等の譲渡利益
相当額の損金算入額の個別帰属額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「自己資本基準額を連結留保控除
額とする場合」,項目名「前期末の総資産の額」を
行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00190」,
項目名「前期末の自己資本の額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00200」,
項目名「個別帰属自己資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00210」,
項目名「留保金個別帰属額がある連結法人の個
別帰属自己資本基準額の合計額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00220」,
項目名「課税連結留保金額の計算における自己
資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00230」,
項目名「個別自己資本基準額」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIB00080」
の項目名を「(8)＋(9)－(10)－(別表一の二(一)
「11」のうち帰せられる金額)－別表六の二(二)付
表「14」－(別表六の二(四)付表一「9」＋「21」)－別
表六の二(五)「15」－別表六の二(六)「22」－別表
六の二(七)「22」－別表六の二(八)「16」－別表六
の二(九)「23」－別表六の二(十)「26」－別表六の
二(十一)「22」－別表六の二(十三)｢17｣」から「(8)＋
(9)－(10)－(別表一の二(一)「11」のうち帰せられる
金額)－別表六の二(二)付表「14」－別表六の二
(四)付表一「16」－別表六の二(七)「15」－別表六
の二(八)「22」－(別表六の二(九)「8」＋「14」)－別
表六の二(十)「16」－別表六の二(十一)「23」－別
表六の二(十二)｢22｣」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00110」,
項目名「個別課税済留保金額」の帳票項番を「33」
から「32」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00120」,
項目名「個別課税対象留保金額」の帳票項番を
「34」から「33」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00130」,
項目名「連結所得等個別帰属額」の帳票項番を
「35」から「34」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00140」,
項目名「留保金個別帰属額がある連結法人の連
結所得等個別帰属額の合計額」の帳票項番を
「36」から「35」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00150」,
項目名「課税連結留保金額の計算における連結
所得等の金額」の帳票項番を「37」から「36」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00160」,
項目名「課税連結留保金額の計算における所得
基準額」の帳票項番を「38」から「37」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RID00170」,
項目名「個別所得基準額」の帳票項番を「39」から
「38」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIE00010」,
項目名「区分」の帳票項番を「46」から「39」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIE00020」,
項目名「金額」の帳票項番を「46」から「39」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00020」,
項目名「年3,000万円相当額以下の金額　月数」の
帳票項番を「47」から「40」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00030」,
項目名「年3,000万円相当額以下の金額　金額」の
帳票項番を「47」から「40」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00050」,
項目名「年3,000万円相当額を超え年1億円相当額
以下の金額　月数」の帳票項番を「48」から「41」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00060」,
項目名「年3,000万円相当額を超え年1億円相当額
以下の金額　金額」の帳票項番を「48」から「41」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00070」,
項目名「年1億円相当額を超える金額」の帳票項
番を「49」から「42」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00080」
の項目名を「(47)の10％相当額」から「(40)の10％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00080」,
項目名「(40)の10％相当額」の帳票項番を「50」か
ら「43」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00090」
の項目名を「(48)の15％相当額」から「(41)の15％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00090」,
項目名「(41)の15％相当額」の帳票項番を「51」か
ら「44」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00100」
の項目名を「(49)の20％相当額」から「(42)の20％
相当額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIF00100」,
項目名「(42)の20％相当額」の帳票項番を「52」か
ら「45」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIG00010」,
項目名「連結個別留保税額」の帳票項番を「53」か
ら「46」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIG00020」,
項目名「各連結法人の連結個別留保税額の合計
額」の帳票項番を「54」から「47」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIG00030」,
項目名「連結留保税額」の帳票項番を「55」から
「48」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIG00040」,
項目名「連結留保税額の個別帰属額」の帳票項番
を「56」から「49」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR671」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR671(Ver4.0)」の帳票名称を「別表六の
二(六)付表　機械等の取得価額等に関する明細
書」から「別表六の二(八)付表　機械等の取得価
額等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR681」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR681(Ver4.0)」の帳票名称を「別表六の
二(七)付表　事業基盤強化設備の取得価額等に
関する明細書」から「旧別表六の二(七)付表　事業
基盤強化設備の取得価額等に関する明細書」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR420」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR220」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR800」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR620」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR110」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR110(Ver4.0)」のXMLタグ「RAA00360」
の項目名を「郵便局名」から「郵便局名等」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR110(Ver4.0)」のXMLタグ「RAA00360」
の項目名を「貯金記号番号(上5桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号(上5桁)」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR110(Ver4.0)」のXMLタグ「RAA00360」
の項目名を「貯金記号番号(下8桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号(下8桁)」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR421」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR610」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR120」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR120(Ver4.0)」のXMLタグ「RBA00320」
の項目名を「郵便局名」から「郵便局名等」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR120(Ver4.0)」のXMLタグ「RBA00320」
の項目名を「貯金記号番号(上5桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（上5桁）」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR120(Ver4.0)」のXMLタグ「RBA00320」
の項目名を「貯金記号番号(下8桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（下8桁）」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR130」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR130(Ver4.0)」のXMLタグ「RCA00350」
の項目名を「郵便局名」から「郵便局名等」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR130(Ver4.0)」のXMLタグ「RCA00350」
の項目名を「貯金記号番号(上5桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（上5桁）」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR130(Ver4.0)」のXMLタグ「RCA00350」
の項目名を「貯金記号番号(下8桁)」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（下8桁）」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR210」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR230」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

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00030」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「損金算入限度額の計算  支
出した寄附金の額」から「一般寄附金の損金算入
限度額の計算」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00040」
の項目名を「特定公益増進法人、認定特定非営利
活動法人等に対する寄附金額」から「特定公益増
進法人等に対する寄附金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00130」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「連結親法人の期末の連結個
別資本金等の額」から「空欄」に､項目名を「空欄」
から「連結親法人の期末の連結個別資本金等の
額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00180」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「損金算入限度額の計算」か
ら「空欄」に､項目名を「(10)の月数換算額　月数」
から「同上の月数換算額　月数」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00190」
の項目名を「(10)の月数換算額　金額」から「同上
の月数換算額　金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00210」
の項目名を「損金算入限度額」から「一般寄附金
の損金算入限度額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」に入力型「数値」,帳票項
番「14」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「特定公益増進法人等に
対する寄附金の特別損金算入限度額の計算」,項
目名「寄附金支出前連結所得金額の5/100相当
額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「THB00214」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」に入力型「数値」,帳票項
番「15」,項目名「連結親法人の期末の連結個別資
本金等の額の月数換算額の2.5/1,000相当額」,書
式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「THB00216」
を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」に入力型「数値」,帳票項
番「16」,項目名「特定公益増進法人等に対する寄
附金の特別損金算入限度額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「THB00218」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00220」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「空欄」から「特定公益増進法
人等に対する寄附金の損金算入額」に､項目名を
「特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人
等に対する寄附金の損金算入額」から「空欄」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00220」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「特定公益増進法人等に対する寄
附金の損金算入額」の帳票項番を「14」から「17」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00230」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「空欄」から「指定寄附金等の
金額」に､項目名を「指定寄附金等の金額」から
「空欄」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00230」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「指定寄附金等の金額」の帳票項
番を「15」から「18」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00240」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「空欄」から「国外関連者に対
する寄附金額」に､項目名を「国外関連者に対する
寄附金額」から「空欄」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00240」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「国外関連者に対する寄附金額」
の帳票項番を「16」から「19」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00250」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「空欄」から「(4)の寄附金額の
うち同上の寄附金以外の寄附金額」に､項目名を
「(4)の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附
金額」から「空欄」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00250」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「(4)の寄附金額のうち同上の寄附
金以外の寄附金額」の帳票項番を「17」から「20」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00270」,
項目名「同上のうち損金の額に算入されない金
額」の帳票項番を「18」から「21」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00280」,
項目名「国外関連者に対する寄附金額」の帳票項
番を「19」から「22」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00290」,
項目名「連結法人間の寄附金額」の帳票項番を
「20」から「23」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THB00300」,
項目名「計」の帳票項番を「21」から「24」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00020」,
項目名「寄附した日　元号」の繰返し回数を「4」か
ら「3」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00020」,
項目名「寄附した日　年」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00020」,
項目名「寄附した日　月」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00020」,
項目名「寄附した日　日」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00030」,
項目名「寄附先」の繰返し回数を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00040」,
項目名「告示番号」の繰返し回数を「4」から「3」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00050」,
項目名「寄附金の使途」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00060」,
項目名「寄附金額」の帳票項番を「22」から「25」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00060」,
項目名「寄附金額」の繰返し回数を「4」から「3」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THC00080」,
項目名「寄附金額」の帳票項番を「22」から「25」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00020」,
項目名「寄附した日又は支出した日　元号」の繰
返し回数を「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00020」,
項目名「寄附した日又は支出した日　年」の繰返し
回数を「4」から「3」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00020」,
項目名「寄附した日又は支出した日　月」の繰返し
回数を「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00020」,
項目名「寄附した日又は支出した日　日」の繰返し
回数を「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00030」,
項目名「寄附先又は受託者」の繰返し回数を「4」
から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00040」,
項目名「所在地」の繰返し回数を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00050」,
項目名「寄附金の使途又は認定特定公益信託の
名称」の繰返し回数を「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00060」,
項目名「寄附金額又は支出金額」の帳票項番を
「23」から「26」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00060」,
項目名「寄附金額又は支出金額」の繰返し回数を
「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THD00080」,
項目名「寄附金額又は支出金額」の帳票項番を
「23」から「26」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00020」,
項目名「支出した日　元号」の繰返し回数を「4」か
ら「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00020」,
項目名「支出した日　年」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00020」,
項目名「支出した日　月」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00020」,
項目名「支出した日　日」の繰返し回数を「4」から
「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00030」,
項目名「受託者」の繰返し回数を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00040」,
項目名「所在地」の繰返し回数を「4」から「3」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00050」,
項目名「特定公益信託の名称」の繰返し回数を
「4」から「3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THE00060」,
項目名「支出金額」の繰返し回数を「4」から「3」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00030」,
項目名「指定寄附金等の金額」の帳票項番を「24」
から「27」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00040」
の項目名を「特定公益増進法人、認定特定非営利
活動法人等に対する寄附金額」から「特定公益増
進法人等に対する寄附金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00040」,
項目名「特定公益増進法人等に対する寄附金額」
の帳票項番を「25」から「28」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00050」,
項目名「その他の寄附金額」の帳票項番を「26」か
ら「29」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00060」,
項目名「計」の帳票項番を「27」から「30」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00070」,
項目名「国外関連者に対する寄附金額」の帳票項
番を「28」から「31」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00080」
の項目名を「(27)の寄附金額のうち同上の寄附金
以外の寄附金額」から「(30)の寄附金額のうち同上
の寄附金以外の寄附金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00080」,
項目名「(30)の寄附金額のうち同上の寄附金以外
の寄附金額」の帳票項番を「29」から「32」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00090」,
項目名「連結法人間の寄附金額」の帳票項番を
「30」から「33」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00100」
の項目名を「(14)のうち当該連結法人が支出した
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人等
に対する寄附金額に相当する金額」から「(17)のう
ち当該連結法人が支出した特定公益増進法人等
に対する寄附金額に係る部分に相当する金額」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00100」,
項目名「(17)のうち当該連結法人が支出した特定
公益増進法人等に対する寄附金額に係る部分に
相当する金額」の帳票項番を「31」から「34」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00110」
の項目名を「損金不算入額(18)のうち当該連結法
人に帰せられる金額」から「損金不算入額(21)のう
ち当該連結法人に帰せられる金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00110」,
項目名「損金不算入額(21)のうち当該連結法人に
帰せられる金額」の帳票項番を「32」から「35」に修
正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR820(Ver4.0)」のXMLタグ「THF00120」,
項目名「個別帰属額」の帳票項番を「33」から「36」
に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver4x

様式ID「HOR321(Ver4.0)」のXMLタグ「RIE00010」,
項目名「区分」の値の範囲を「1:(23)
2:(39)
3:(45)
4:0」から「1:(23)
2:(38)
4:0」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330」のバージョンを「4.1」から「5.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330(Ver5.0)」の帳票名称を「様式34
新たに特別償却等の適用対象とされた資産の特
別償却等の償却限度額の計算に関する付表(付
表三十四)」から「様式34　新たに特別償却等の適
用対象とされた資産の特別償却等の償却限度額
の計算に関する付表(付表三十四)(平成19年4月1
日以後終了分)」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOL330(Ver5.0)」のXMLタグ「KLE00000」,
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
十九・四・一」表示」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB090」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB090(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(二十八)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十七)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB120」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB120(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十四)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「旧別表六(十四)　リース資産の使用状況
等に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB070」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB070(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(八)　エネルギー需給構造改革推進設備等を取得
した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
から「別表六(十)　エネルギー需給構造改革推進
設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に
関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB230」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB230(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十一)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(十三)　リース資産の使用状況等
に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB220」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB220(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十)　中小企業者等又は中小連結法人が特定機
械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリー
ス特別控除取戻税額に関する明細書」から「別表
六(十二)　中小企業者等又は中小連結法人が特
定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合の
リース特別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB180」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB180(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十七)　沖縄の特定中小企業者又は特定中小連
結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなっ
た場合のリース特別控除取戻税額に関する明細
書」から「別表六(十九)　沖縄の特定中小企業者
又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の
用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税
額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170」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



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB170(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十六)　沖縄の特定中小企業者が経営革新設備
等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関
する明細書」から「別表六(十八)　沖縄の特定中小
企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人
税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB160」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB160(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十五)　沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明
細書」から「別表六(十七)　沖縄の特定地域におい
て工業用機械等を取得した場合の法人税額の特
別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB190」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB190(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十八)　リース資産の使用状況等に関する明細
書」から「別表六(二十)　リース資産の使用状況等
に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB080」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB080(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(二十七)　電子機器利用設備を指定事業の用に
供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に
関する明細書」から「別表六(二十六)　電子機器利
用設備を指定事業の用に供しなくなった場合の
リース特別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目(ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ)名「従業員の数」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「EVB00050」を
行追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」のXMLタグ「EVB00090」
の項目名を「第＿号該当」から「第＿該当」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「同一の者による国外関連者の株式等の保有（内
＿％）」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ.ZZZ」,XMLタグ「EVB00165」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「同一の者による国外関連者の株式等の保有」,繰
返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ.ZZZ」,XMLタグ「EVB00167」を
行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「営業収益又は売上高　円換算」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00230」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「営業費用　原価　円換算」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00270」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「営業費用　販売費及び一般管理費　円換算」,繰
返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00300」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「営業利益　円換算」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00330」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「税引前当期利益　円換算」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00360」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「利益剰余金」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ」,XMLタグ
「EVB00363」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「文字」,項目名
「通貨単位」,繰返し回数「3
左→右」,XMLタグ「EVB00363」を行追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「数値」,項目名
「利益剰余金　円換算」,繰返し回数「3
左→右」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ
「EVB00367」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOE600(Ver5.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ)名「事前確認の有無」,繰返し回数「3
左→右」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「EVB00620」を行追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB100」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB100(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十二)　事業基盤強化設備を取得した場合等の法
人税額の特別控除に関する明細書」から「旧別表
六(十二)　事業基盤強化設備を取得した場合等の
法人税額の特別控除に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB110」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

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver5x

様式ID「HOB110(Ver5.0)」の帳票名称を「別表六
(十三)　事業基盤強化設備等を事業の用に供しな
くなった場合のリース特別控除取戻税額に関する
明細書」から「旧別表六(十三)　事業基盤強化設
備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特
別控除取戻税額に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD100」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD100(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十七)　特定ガス導管工事償却準備金の益金算
入に関する明細書」から「別表十二(十六)　特定ガ
ス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細
書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00020」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「残余財産分配額」から「残余
財産の分配又は引渡しの額」に､項目名を「この申
告に係る分配額」から「この申告に係る分配又は
引渡しの額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00060」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「解散時の資本金等の額及び
分配時までの利益積立金額等の合計額」から「解
散時の資本金等の額及び分配等の時までの利益
積立金額等の合計額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00120」
の項目名を「解散時から分配時までに生じた利益
積立金額の合計額（）書き」から「解散時から分配
又は引渡しの時までに生じた利益積立金額の合
計額（）書き」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00130」
の項目名を「解散時から分配時までに生じた利益
積立金額の合計額」から「解散時から分配又は引
渡しの時までに生じた利益積立金額の合計額」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00170」
の項目名を「既に分配した金額」から「既に分配又
は引渡しをした金額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00210」
の項目名を「解散時の資本金等の額及び解散時
から分配時までの利益積立金額等の合計額（）書
き」から「解散時の資本金等の額及び解散時から
分配又は引渡しの時までの利益積立金額等の合
計額（）書き」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDB00220」
の項目名を「解散時の資本金等の額及び解散時
から分配時までの利益積立金額等の合計額」から
「解散時の資本金等の額及び解散時から分配又
は引渡しの時までの利益積立金額等の合計額」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDC00140」
の項目名を「既に分配した金額」から「既に分配又
は引渡しをした金額」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDC00150」
の項目名を「清算中の所得又は一部分配により納
付すべき法人税額」から「清算中の所得に係る法
人税又は残余財産の一部の分配若しくは引渡し
により納付すべき法人税の額」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE930(Ver6.0)」のXMLタグ「FDC00180」
の項目名を「清算中の所得又は一部分配により納
付すべき事業税額」から「清算中の所得に係る事
業税又は残余財産の一部の分配若しくは引渡し
により納付すべき事業税の額」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC040」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」のXMLタグ「CFF00005」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「繰越利益積立金額の計算」,項目
名「期首利益積立金額　区分」を行削除

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」に入力型「文字」,帳票項
番「26」,項目名「税額計(外書き文字)」,XMLタグ
「CFH00095」を行追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」のXMLタグ「CFH00100」
の項目名を「税額計外書き」から「税額計(外書き)」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOC030(Ver6.0)」のXMLタグ「CFH00090」
の項目名を「税額計」から「税額計(本書き)」に修
正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD130」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD130(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十八)　プログラム等準備金の益金算入に関する
明細書」から「別表十二(十七)　プログラム等準備
金の益金算入に関する明細書」に修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD150」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOD150(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十二
(十九)　渇水準備金の益金算入に関する明細書」
から「別表十二(十八)　渇水準備金の益金算入に
関する明細書」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOA310」のバージョンを「6.0」から「6.1」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOB020」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOB020(Ver6.0)」の帳票名称を「別表六
(二)　外国税額の控除に関する明細書」から「旧別
表六(二)　外国税額の控除に関する明細書」に修
正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE940」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOA110」のバージョンを「6.0」から「6.1」に
修正

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920」のバージョンを「5.0」から「6.0」に
修正し、帳票フィールド仕様書を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」の帳票名称を「別表二十
(二)　清算所得に係る申告書-残余財産分配予納
及び清算確定申告分」から「別表二十(二)　清算所
得に係る申告書-残余財産分配等予納及び清算
確定申告分」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCA00180」
の項目名を「（１）　解散の時の貸借対照表、残余
財産の分配の時における貸借対照表及び財産目
録、解散後その残余財産の分配の時までの清算
計算書」から「（１）　解散の時の貸借対照表、残余
財産の分配又は引渡しの時における貸借対照表
及び財産目録、解散後その残余財産の分配又は
引渡しの時までの清算計算書」に修正



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCA00220」
の項目名を「郵便局名」から「郵便局名等」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCA00220」
の項目名を「貯金記号番号（上5桁）」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（上5桁）」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCA00220」
の項目名を「貯金記号番号（下8桁）」から「ゆうちょ
銀行の貯金記号番号（下8桁）」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCB00210」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「一部分配分」から「一部の分
配又は引渡しの分」に､項目名を「分配の日　　元
号」から「元号」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCB00210」
の項目名を「分配の日　　年」から「年」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCB00210」
の項目名を「分配の日　　月」から「月」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCB00210」
の項目名を「分配の日　　日」から「日」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOE920(Ver6.0)」のXMLタグ「FCG00000」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「この申告に係る残余財産分
配の日」から「この申告に係る残余財産の分配又
は引渡しの日」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申告）
Ver6x

様式ID「HOA110」の帳票フィールド仕様書計算補
足のバージョンを「6.0」から「6.1」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申請）
Ver2x

様式ID「HOZ541(Ver2.0)」のXMLタグ「ZZB00020」,
順位「39」,項目名「申請資産」の計算／備考に「(千
円)」の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申請）
Ver2x

様式ID「HOZ541(Ver2.0)」のXMLタグ「ZZB00020」,
順位「40」,項目名「算定の基礎とした類似資産」の
計算／備考に「(千円)」の記述を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申請）
Ver4x

様式ID「HOZ170(Ver4.0)」のXMLタグ「MQG00220」,
項目名「資本金額等」の書式を
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」から「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（法人-申請）
Ver4x

様式ID「HOZ170(Ver4.0)」のXMLタグ「MQG00320」,
項目名「資本金額等」の書式を
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」から「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」
に修正

20.8.4 削除
XML構造設計書
（源泉）Ver2x

以下の様式IDを削除
「GEA030」

20.8.4 新規
XML構造設計書
（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030」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

20.8.4 削除
XML構造設計書
（源泉）Ver3x

以下の様式IDを削除
「GEA040」

20.8.4 新規
XML構造設計書
（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040」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

20.8.4 削除
XML構造設計書
（源泉）Ver4x

以下の様式IDを削除
「GEA070」

20.8.4 新規
XML構造設計書
（源泉）Ver5x

様式ID「GEA070」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

20.8.4 削除
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver2x

以下の様式IDを削除
「GEA030」

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030」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

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAB00100」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAA00130」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAA00130」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAC00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「支払うべき金額」の書式を
「zz,zzz,zzz,zzz」から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAD00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細２　非課税適用分　支払額」
の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」
に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAE00180」
の項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名を「明細３　総合課税適用分（合
計）　支払額」から「明細３　総合課税等適用分（合
計）　支払額」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAE00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細３　総合課税等適用分（合
計）　支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAE00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAF00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細４　うち内国法人に対する支
払分　支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAF00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAG00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細５　うち特例税率適用分　支
払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAG00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAH00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細６　支払未済金額　支払額」
の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」
に修正



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAK00100」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「本税」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」か
ら「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAK00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「延滞税」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

様式ID「GEA030(Ver3.0)」のXMLタグ「AAK00120」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「合計額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 削除
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver3x

以下の様式IDを削除
「GEA040」

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040」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

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAB00100」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAA00130」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAA00130」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00130」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAC00160」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00130」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00130」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00130」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00160」,
項目名「年」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00160」,
項目名「月」の書式を「zz」から「ZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAD00160」,
項目名「日」の書式を「zz」から「ZZ」に修正



20.8.4

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAE00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「明細３　区分コード」の値の範囲
を
「 '01' 公社債、預貯金の利子等
 '02' 定期積金の給付補てん金等
 '03' 剰余金の配当等
 '91' 剰余金の配当等(租税特別措置法第９条の３
適用分）
 '04' 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配
 '05' 借入金の利子
 '06' 特定株式投資信託等の収益の分配
 '07' 特定投資法人の投資口の配当等
 '08' 公募投資信託等の収益の分配
 '92' 公募投資信託等の収益の分配(租税特別措
置法第９条の３適用分）
 '11' 工業所有権その他の技術に関する権利等の
使用料又は譲渡の対価
 '12' 著作権の使用料又は譲渡の対価
 '13' 不動産、機械等の使用料
 '21' 土地等の譲渡の対価
 '31' 給料、役員賞与以外の賞与等
 '32' 役員賞与
 '33' 弁護士等の報酬等
 '41' 人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対
価
 '42' 公的年金等
 '43' 退職手当等
 '51' 広告宣伝のための賞金
 '61' 生命・損害保険契約等に基づく年金等
 '71' 匿名組合契約等に基づく利益の分配
 '81' 組合契約事業から生ずる利益の配分」
から
「 '01' 公社債、預貯金の利子等
 '02' 定期積金の給付補てん金等
 '03' 剰余金の配当等
 '91' 剰余金の配当等(租税特別措置法第９条の３
適用分）
 '05' 借入金の利子
 '06' 特定株式投資信託の収益の分配
 '07' 特定投資法人の投資口の配当等
 '08' 公募投資信託等の収益の分配

帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

変更



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAE00170」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「人員」の書式を「zz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAE00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAE00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAF00170」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「人員」の書式を「zz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAF00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAF00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

 '92' 公募投資信託等の収益の分配(租税特別措
置法第９条の３適用分）
 '11' 工業所有権その他の技術に関する権利等の
使用料又は譲渡の対価
 '12' 著作権の使用料又は譲渡の対価
 '13' 不動産、機械等の使用料
 '21' 土地等の譲渡の対価
 '31' 給料、役員賞与以外の賞与等
 '32' 役員賞与
 '33' 弁護士等の報酬等
 '41' 人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対
価
 '42' 公的年金等
 '43' 退職手当等
 '51' 広告宣伝のための賞金
 '61' 生命・損害保険契約等に基づく年金等
 '71' 匿名組合契約等に基づく利益の分配
 '81' 組合契約事業から生ずる利益の配分」
に修正



20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAG00170」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「人員」の書式を「zz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAG00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAG00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAH00170」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「人員」の書式を「zz,zzz,zzz」から
「ZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAH00180」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「支払額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAH00190」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「税額」の書式を「z,zzz,zzz,zzz」か
ら「Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAK00100」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「本税」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」か
ら「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAK00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「延滞税」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 訂正
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

様式ID「GEA040(Ver4.0)」のXMLタグ「AAK00120」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「合計額」の書式を「zz,zzz,zzz,zzz」
から「ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」に修正

20.8.4 削除
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver4x

以下の様式IDを削除
「GEA070」

20.8.4 新規
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver5x

様式ID「GEA070」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「GEA070(Ver5.0)」のXMLタグ「AAA00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「所得の種類」の値の範囲を
「 '01' 公債利子
 '02' 社債利子
 '03' 銀行預金利子
 '04' 銀行以外の金融機関の預貯金利子
 '11' その他勤務先預金等の利子
 '21' 合同運用信託の収益の分配
 '22' 公社債投資信託の収益の分配
 '24' 特定株式投資信託の収益の分配
 '25' 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益
の分配
 '91' 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益
の分配(租税特別措置法第９条の３適用分）
 '26' 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
 '27' 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
 '51' 特定不動産投資信託の収益の分配
 '52' 特定受益証券発行信託の収益の分配
 '95' 特定受益証券発行信託の収益の分配(租税
特別措置法第９条の３適用分）
 '28' その他投資信託の収益の分配
 '92' その他投資信託の収益の分配(租税特別措
置法第９条の３適用分）
 '29' 社債的受益権の収益の分配
 '30' その他法人課税信託の収益の分配
 '93' その他法人課税信託の収益の分配(租税特
別措置法第９条の３適用分）
 '31' 郵便貯金利子
 '41' 生命保険等の差益



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（諸税-申請）
Ver1x

様式ID「INX050(Ver1.0)」のXMLタグ「BSD00050」,
項目名「単位」の計算／備考を「BSD00020で1:石
油、2:石油製品を選択した場合、1:Lを自動表示、
3:ガス状炭化水素、4:石炭を選択した場合、2:kgを
自動表示　入力不可」から「BSD00020で1:原油、2:
石油製品を選択した場合、1:Lを自動表示、3:ガス
状炭化水素、4:石炭を選択した場合、2:kgを自動
表示　入力不可」に修正

 '71' 匿名組合契約等に基づく利益の分配
 '81' 国外公債利子
 '82' 国外社債利子
 '83' 国外公社債投資信託の収益の分配
 '85' 一般国外投資信託等の収益の分配
 '94' 一般国外投資信託等の収益の分配(租税特
別措置法第９条の３適用分）
 '86' 国外公募公社債等運用投資信託の収益の分
配
 '87' 国外私募公社債等運用投資信託等の収益の
分配
 '88' 国外法人課税信託の収益の分配
 '96' 国外法人課税信託の収益の分配(租税特別
措置法第９条の３適用分）」
から

「 '01' 公債利子
 '02' 社債利子
 '03' 銀行預金利子
 '04' 銀行以外の金融機関の預貯金利子
 '11' その他勤務先預金等の利子
 '21' 合同運用信託の収益の分配
 '22' 公社債投資信託の収益の分配
 '24' 特定株式投資信託の収益の分配
 '25' 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益
の分配
 '91' 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益
の分配(租税特別措置法第９条の３適用分）
 '26' 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
 '52' 特定受益証券発行信託の収益の分配
 '95' 特定受益証券発行信託の収益の分配(租税特
 '28' その他投資信託の収益の分配
 '92' その他投資信託の収益の分配(租税特別措置
 '41' 生命保険等の差益
 '71' 匿名組合契約等に基づく利益の分配
 '81' 国外公債利子
 '82' 国外社債利子
 '83' 国外公社債投資信託の収益の分配
 '85' 一般国外投資信託等の収益の分配
 '94' 一般国外投資信託等の収益の分配(租税特別
 '86' 国外公募公社債等運用投資信託の収益の分配
に修正

20.8.4
帳票フィールド仕
様書（源泉）Ver5x

変更



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（諸税-申請）
Ver2x

様式ID「INU220(Ver2.0)」のXMLタグ「ZZB00020」,
順位「7」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「申請文」の計算／備考を
「ZZB00020(1)で1:有を選択した場合、２の申請分
を自動表示、2:無を選択した場合１の申請文を自
動表示」から「ZZB00020(1)で1:該当を選択した場
合、２の申請文を自動表示、2:非該当を選択した
場合１の申請文を自動表示」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
(酒税-申請)Ver3x

様式ID「LIX680(Ver3.0)」のタグ名「ZZB00050」,順
位「2」,要素内容「品目別等」の備考に記述されて
いる「(単位:度)」を削除

20.8.4 変更
XML構造設計書
(酒税-申請)Ver3x

様式ID「LIX680(Ver3.0)」のタグ名「ZZB00050」,順
位「4」,要素内容「エキス分」の備考に「(単位:度)」
の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書(酒税-申
請)Ver2x

様式ID「LIY020(Ver2.0)」のXMLタグ「CAC00010」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用条文」の値の範囲を「1:第53
条第1項
2:第53条第2項
3:第54条」から「1:第53条第１項
2:第53条第２項
3:第54条」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書(酒税-申
請)Ver2x

様式ID「LIY020(Ver2.0)」のXMLタグ「CAC00010」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用条文」の計算／備考を「デ
フォルト「1:第53条第1項」」から「デフォルト「1:第53
条第１項」」に修正

20.8.4 変更
XML構造設計書
（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500」のバージョンを「1.2」から「1.3」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500」のバージョンを「1.2」から「1.3」に
修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00050」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「本税額」の入力ﾁｪｯｸに「○」の記
述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00050」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「本税額」の値の範囲に「0≦x」の
記述を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00070」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「加算税額」の入力ﾁｪｯｸに「○」の
記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00070」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「加算税額」の値の範囲に「0≦x」
の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00090」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「重加算税額」の入力ﾁｪｯｸに「○」
の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00090」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「重加算税額」の値の範囲に「0≦
x」の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00100」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「利子税額」の入力ﾁｪｯｸに「○」の
記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00100」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「利子税額」の値の範囲に「0≦x」
の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「延滞税額」の入力ﾁｪｯｸに「○」の
記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」のXMLタグ「DAB00110」,
項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「延滞税額」の値の範囲に「0≦x」
の記述を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500」の別紙のバージョンを「1.2」から
「1.3」に修正

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」の帳票フィールド仕様書
別紙の項目別パターン「中間区分」に「スペース」
を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」の帳票フィールド仕様書
別紙の項目別パターン「中間納付回数」に「スペー
ス」を追加



20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」の帳票フィールド仕様書
別紙の消費税及地方消費税の入力フィールドの
有効／無効切り替え（申告区分及び中間区分によ
る制御）において、申告区分選択が「中間申告選
択」の場合、中間区分選択に「スペース」を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」の帳票フィールド仕様書
別紙の消費税及地方消費税の入力フィールドの
有効／無効切り替え（申告区分及び中間区分によ
る制御）において、申告区分選択が「中間申告選
択」の場合、中間納付回数に「スペース」を追加

20.8.4 変更
帳票フィールド仕
様書（共通）Ver1x

様式ID「TEZ500(Ver1.3)」の帳票フィールド仕様書
別紙
項目別パターン「加算税区分」に「スペース」を追
加


