
更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0010」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0020」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0030」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0040」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0050」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0090」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0095」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO0120」のバージョン欄を「10.0.3」から
「10.0.4」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7010」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7020」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7030」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7050」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7060」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO7070」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8010」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8020」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8030」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8040」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8050」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8060」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8070」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8080」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正
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23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8090」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8100」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8110」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 変更 手続一覧（申告）Ver100x
手続きID「RHO8140」のバージョン欄を「10.0.2」から
「10.0.3」に修正

23.6.1 新規 手続一覧（申告）Ver110x
新規作成

23.6.1 新規 手続一覧（申告）Ver110x

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
「RHO0010」「RHO0020」「RHO0030」「RHO0040」
「RHO0050」「RHO0060」「RHO0090」「RHO0095」
「RHO0100」「RHO0105」「RHO0110」「RHO0120」
「RHO7010」「RHO7020」「RHO7030」「RHO7040」
「RHO7050」「RHO7060」「RHO7070」「RHO8010」
「RHO8020」「RHO8030」「RHO8040」「RHO8050」
「RHO8060」「RHO8070」「RHO8080」「RHO8090」
「RHO8100」「RHO8110」「RHO8120」「RHO8130」
「RHO8140」

23.6.1 新規 手続一覧（申請）Ver110x
新規作成

23.6.1 新規 手続一覧（申請）Ver110x

以下の手続きを一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
「PHO2190」「PHO2270」「PHO2280」「PHO7100」
「PGE1610」「PGE1620」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0030」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0040」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0090」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0095」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0120」のバージョン(手続き)欄を「10.0.3」
から「10.0.4」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7010」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7020」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7030」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正
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23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7050」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7060」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7070」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8010」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8020」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8030」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8040」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8050」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8060」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8070」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8080」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8090」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8100」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8110」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8140」のバージョン(手続き)欄を「10.0.2」
から「10.0.3」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOA110」のバージョン(様
式)欄を「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOA110」のバージョン(様
式)欄を「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOA130」のバージョン(様
式)欄を「8.0」から「8.1」に修正
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23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0120」様式ID「HOB700」のバージョン(様
式)欄を「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0120」様式ID「HOB700」の帳票セット欄
を「△」から「▲(HOB710)」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0030」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0040」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0090」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正
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23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0095」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0120」様式ID「HOB700」の帳票名称欄を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失
金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0010」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0020」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0030」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0040」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0050」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0090」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0095」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO0120」に以下の様式IDを追加
「HOB710」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7010」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7020」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7030」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7050」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7060」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO7070」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8010」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8020」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8030」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8040」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8050」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8060」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8070」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8080」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8090」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8100」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8110」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 変更
手続内帳票対応表(申告）
Ver100x

手続きID「RHO8140」に以下の様式IDを追加
「HOR724」「HOM110」「HOM120」「HOM130」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

新規作成



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0010」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA110」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」
「HOK020」「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOL010」
「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」
「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」
「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」
「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」
「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」
「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」
「HOL300」「HOL330」「HOM010」「HOM020」「HOM080」
「HOM070」「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0020」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA110」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」
「HOK020」「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOL010」
「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」
「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」
「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」
「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」
「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」
「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」
「HOL300」「HOL330」「HOM010」「HOM020」「HOM080」
「HOM070」「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0030」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA120」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」
「HOK020」「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOL010」
「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」
「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」
「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」
「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」
「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」
「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」
「HOL300」「HOL330」「HOM010」「HOM020」「HOM080」
「HOM070」「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0040」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA120」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」
「HOK020」「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOL010」
「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」
「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」
「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」
「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」
「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」
「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」
「HOL300」「HOL330」「HOM010」「HOM020」「HOM080」
「HOM070」「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0060」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOE700」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0050」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA130」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE990」「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」
「HOJ020」「HON010」「HOT010」「HOI010」「HOI020」
「HOI030」「HOI040」「HOI050」「HOI060」「HOI070」
「HOI080」「HOI090」「HOI100」「HOI110」「HOI120」
「HOI130」「HOI141」「HOI150」「HOI160」「HOK010」
「HOK020」「HOK030」「HOK040」「HOK050」「HOL010」
「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」
「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」
「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」
「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」
「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」
「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」
「HOL300」「HOL330」「HOM010」「HOM020」「HOM080」
「HOM070」「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0090」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」「HOA330」
「HOA340」「HOA341」「HOA350」「HOA360」「HOA370」
「HOA380」「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA511」
「HOA512」「HOA522」「HOB010」「HOB021」「HOB022」
「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB710」
「HOB701」「HOB702」「HOB703」「HOB720」「HOB800」
「HOB810」「HOB900」「HOB930」「HOC060」「HOC065」
「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD440」「HOE099」「HOE101」「HOB910」
「HOE105」「HOE106」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」
「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」
「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOE910」「HOE930」「HOF010」「HOG010」
「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」
「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」「HOI050」
「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」
「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」
「HOI160」「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」
「HOL340」「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」
「HOL091」「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」
「HOL150」「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」
「HOL201」「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」
「HOL260」「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」
「HOL280」「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOM010」
「HOM020」「HOM080」「HOM070」「HOM060」「HOM110」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0100」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」「HOA330」
「HOA340」「HOA341」「HOE920」「HOE930」「HOE940」
「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」
「HON010」「HOT010」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0105」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」「HOA330」
「HOA340」「HOA341」「HOE920」「HOE930」「HOE940」
「HOF010」「HOG010」「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」
「HON010」「HOT010」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0110」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOE800」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0095」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」「HOA330」
「HOA340」「HOA341」「HOA350」「HOA360」「HOA370」
「HOA380」「HOA410」「HOA420」「HOA430」「HOA511」
「HOA512」「HOA522」「HOB010」「HOB021」「HOB022」
「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB710」
「HOB701」「HOB702」「HOB703」「HOB720」「HOB800」
「HOB810」「HOB900」「HOB930」「HOC060」「HOC065」
「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD440」「HOE099」「HOE101」「HOB910」
「HOE105」「HOE106」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」
「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」
「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOE910」「HOE930」「HOF010」「HOG010」
「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」
「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」「HOI050」
「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」
「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」
「HOI160」「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」
「HOL340」「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」
「HOL091」「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」
「HOL150」「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」
「HOL201」「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」
「HOL260」「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」
「HOL280」「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOM010」
「HOM020」「HOM080」「HOM070」「HOM060」「HOM110」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO0120」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA201」「HOA315」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA340」「HOA341」
「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOA410」
「HOA420」「HOA430」「HOA511」「HOA512」「HOA522」
「HOA531」「HOB010」「HOB021」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB063」「HOB064」
「HOB343」「HOB066」「HOB067」「HOB071」「HOB211」
「HOB221」「HOB230」「HOB122」「HOB136」「HOB145」
「HOB161」「HOB171」「HOB181」「HOB190」「HOB625」
「HOB626」「HOB622」「HOB081」「HOB082」「HOB091」
「HOB097」「HOB098」「HOB710」「HOB701」「HOB702」
「HOB703」「HOB720」「HOB800」「HOB810」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC031」「HOC041」「HOC050」「HOC060」
「HOC065」「HOC071」「HOC080」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD095」
「HOD100」「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD150」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」
「HOD440」「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」
「HOD485」「HOD491」「HOD495」「HOD500」「HOD510」
「HOE104」「HOE099」「HOE101」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOE200」
「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」
「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」「HOE620」
「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」「HOE540」
「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」「HOE565」
「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOE930」「HOE940」「HOE990」「HOF010」「HOG010」
「HOH010」「HOJ010」「HOJ020」「HON010」「HOT010」
「HOI010」「HOI020」「HOI030」「HOI040」「HOI050」
「HOI060」「HOI070」「HOI080」「HOI090」「HOI100」
「HOI110」「HOI120」「HOI130」「HOI141」「HOI150」
「HOI160」「HOK010」「HOK020」「HOK030」「HOK040」
「HOK050」「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」
「HOL340」「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」
「HOL091」「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」
「HOL150」「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」
「HOL201」「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」
「HOL260」「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」
「HOL280」「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOM010」
「HOM020」「HOM080」「HOM070」「HOM060」「HOM110」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7010」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR110」「HOR200」「HOA201」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」
「HOR421」「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」
「HOR514」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「HOE531」「HOE600」「HOR990」「HOL010」「HOL040」
「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」「HOL060」
「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」「HOL110」
「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」「HOL170」
「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」「HOL230」
「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」
「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7020」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR120」「HOR200」「HOA201」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」
「HOR421」「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」
「HOR514」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「HOE531」「HOE600」「HOR990」「HOL010」「HOL040」
「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」「HOL060」
「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」「HOL110」
「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」「HOL170」
「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」「HOL230」
「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」
「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7040」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR840」「HOR841」「HOR842」「HOR843」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」

手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7030」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR130」「HOR200」「HOA201」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」
「HOR421」「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」
「HOR514」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「HOE531」「HOE600」「HOR990」「HOL010」「HOL040」
「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」「HOL060」
「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」「HOL110」
「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」「HOL170」
「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」「HOL230」
「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」
「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」

23.6.1 新規



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7050」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR110」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」
「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」「HOR421」
「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」「HOR514」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」「HOB031」
「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」「HOB050」
「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」「HOB136」
「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」「HOB622」
「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」「HOR621」
「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」「HOR694」
「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」「HOR697」
「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」「HOR658」
「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」
「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」「HOR714」
「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD110」
「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」「HOD410」
「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」「HOD460」
「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」
「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」
「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」
「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」
「HOL340」「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」
「HOL091」「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」
「HOL150」「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」
「HOL201」「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」
「HOL260」「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」
「HOL280」「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」
「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7060」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR130」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」
「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」「HOR421」
「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」「HOR514」
「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」「HOB031」
「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」「HOB050」
「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」「HOB136」
「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」「HOB622」
「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」「HOR621」
「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」「HOR694」
「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」「HOR697」
「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」「HOR658」
「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」
「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」「HOR714」
「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」「HOB900」
「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」
「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」
「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」「HOD170」
「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」「HOD110」
「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」「HOD410」
「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」「HOD460」
「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」
「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」「HOE341」
「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」
「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」「HOE610」
「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」「HOE530」
「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」「HOE560」
「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」
「HOL340」「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」
「HOL091」「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」
「HOL150」「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」
「HOL201」「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」
「HOL260」「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」
「HOL280」「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」
「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO7070」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOR200」「HOA201」「HOA320」「HOA322」
「HOA323」「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」
「HOA370」「HOA380」「HOR320」「HOR322」「HOR420」
「HOR421」「HOA512」「HOR510」「HOR512」「HOA531」
「HOR514」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「HOE531」「HOE600」「HOR990」「HOL010」「HOL040」
「HOL020」「HOL035」「HOL340」「HOL050」「HOL060」
「HOL070」「HOL080」「HOL091」「HOL100」「HOL110」
「HOL120」「HOL130」「HOL150」「HOL165」「HOL170」
「HOL190」「HOL200」「HOL201」「HOL210」「HOL230」
「HOL240」「HOL250」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL265」「HOL270」「HOL280」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」
「HOM060」「HOM110」「HOM120」「HOM130」「TEA050」
「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8010」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8020」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8030」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8040」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8050」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8060」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

新規23.6.1
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8070」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR210」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

新規23.6.1
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8080」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR220」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8090」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOR230」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8100」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8120」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
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」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8110」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8130」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
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」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

新規作成

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PHO2190」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOZ800」「HOZ810」「TEA050」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver110x

手続きID「RHO8140」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR322」「HOR421」「HOA512」「HOR512」
「HOA531」「HOR516」「HOR524」「HOB022」「HOB030」
「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB050」「HOB052」「HOB053」「HOB221」「HOB230」
「HOB136」「HOB145」「HOB181」「HOB190」「HOB626」
「HOB622」「HOB097」「HOB098」「HOR610」「HOR620」
「HOR621」「HOR692」「HOR693」「HOR664」「HOR665」
「HOR694」「HOR667」「HOR695」「HOR696」「HOR666」
「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」「HOR657」
「HOR658」「HOR661」「HOR659」「HOR671」「HOR662」
「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」「HOR701」
「HOR714」「HOR713」「HOR715」「HOR720」「HOR731」
「HOR721」「HOR724」「HOR723」「HOB810」「HOR800」
「HOB900」「HOB930」「HOC010」「HOC020」「HOC022」
「HOC024」「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」
「HOC112」「HOC120」「HOC130」「HOD010」「HOD040」
「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」「HOD160」
「HOD170」「HOD180」「HOD190」「HOD195」「HOD201」
「HOD110」「HOD130」「HOD135」「HOD250」「HOD260」
「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD485」「HOD491」
「HOD495」「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」
「HOB920」「HOE110」「HOE111」「HOE105」「HOE106」
「HOR820」「HOR830」「HOE310」「HOE320」「HOE330」
「HOE341」「HOE340」「HOE350」「HOE351」「HOE360」
「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」「HOE410」
「HOE610」「HOE620」「HOE630」「HOE640」「HOE650」
「HOE530」「HOE540」「HOE550」「HOE551」「HOE555」
「HOE560」「HOE565」「HOE570」「HOE580」「HOE585」
「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」
「HOL010」「HOL040」「HOL020」「HOL035」「HOL340」
「HOL050」「HOL060」「HOL070」「HOL080」「HOL091」
「HOL100」「HOL110」「HOL120」「HOL130」「HOL150」
「HOL165」「HOL170」「HOL190」「HOL200」「HOL201」
「HOL210」「HOL230」「HOL240」「HOL250」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL265」「HOL270」「HOL280」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM110」「HOM120」
「HOM130」「TEA050」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PHO2270」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOZ890」「TEA050」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PHO2280」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「SHZ300」「TEA050」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PHO7100」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「HOS130」「HOS140」「TEA050」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PGE1610」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「GEZ820」

23.6.1 新規
手続内帳票対応表(申請）
Ver110x

手続きID「PGE1620」を一覧に追加
バージョンは「11.0.0」
以下の様式IDを含む
「GEZ830」

23.6.1 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」
「HOB710」「HOE990」「HOM110」「HOM120」「HOM130」
「HOR724」「HOR990」

23.6.1 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」
「HOI100」

23.6.1 変更
対象帳票一覧（申告）
Ver5x

様式ID「HOB700」の帳票名称欄を「別表七(一)　欠損金
又は災害損失金の損金算入に関する明細書」から「旧
別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」に修正

23.6.1 変更
対象帳票一覧（申告）
Ver5x

様式ID「HOB700」のバージョン欄を「5.0」から「5.1」に修
正

23.6.1 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」
「HOC060」

23.6.1 新規
対象帳票一覧（申告）
Ver7x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「7.0」
「HOR110」「HOR120」「HOR130」

23.6.1 変更
対象帳票一覧（申告）
Ver8x

様式ID「HOA110」のバージョン欄を「8.0」から「8.1」に修
正

23.6.1 変更
対象帳票一覧（申告）
Ver8x

様式ID「HOA130」のバージョン欄を「8.0」から「8.1」に修
正

23.6.1 新規
対象帳票一覧（申告）
Ver9x

新規作成

23.6.1 新規
対象帳票一覧（申告）
Ver9x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「9.0」
「HOA110」「HOA120」「HOA130」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
対象帳票一覧（申請）
Ver1x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「1.0」
「HOZ800」「HOZ810」「HOZ890」「HOS130」「HOS140」
「GEZ820」「GEZ830」「SHZ300」

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

バージョンを「10.0.0」から「10.0.1」に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

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」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

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
「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」
から
「旧別表七(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

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

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」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番6のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番7のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「7」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」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「8」の転記先様式ID「HOA110」の項目(グループ)
名又は項目名「[27]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の転記元様式ID「HOB700」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「9」の転記先様式ID「HOＡ110」の項目(グループ)
名又は項目名「[27]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の行を追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「12」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]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」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「12」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]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
「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」
から
「旧別表七(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

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「12」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]欠損金又は災害損失金等の当期
控除額」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番12のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番13のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「13」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]欠損金又は災害損失金等の当期
控除額」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「14」の転記先様式ID「HOA120」の項目(グループ)
名又は項目名「[21]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の転記元様式ID「HOB700」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「15」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[21]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「19」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」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「19」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
「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」
から
「旧別表七(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

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「19」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」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番19のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番20のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「20」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」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「21」の転記先様式ID「HOA130」の項目(グループ)
名又は項目名「[24]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の転記元様式ID「HOB700」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「22」の転記先様式ID「HOＡ130」の項目(グループ)
名又は項目名「[24]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「29」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](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」の帳票名
称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「29」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](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
「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」
から
「旧別表七(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



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「29」の転記先様式ID「HOA410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番29のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番30のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「30」の転記先様式ID「HOＡ410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「35」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](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」の帳票名
称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「35」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](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
「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」
から
「旧別表七(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

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「35」の転記先様式ID「HOA420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番35のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番36のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「36」の転記先様式ID「HOＡ420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「43」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」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「43」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
「別表七(一)　[2]当期控除額(計) + 別表七(二)　[31]当
期控除額」
から
「旧別表七(一)　[2]当期控除額(計) + 別表七(二)　[31]
当期控除額」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「43」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」の備考を
「チェックのみ」
から
「以下の条件でチェックのみ行う

転記元のHOB700が存在する場合、項番43のチェックを
する。
転記元のHOB700が存在しない場合、項番44のチェック
をする。」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「44」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)
名又は項目名「[15]欠損金又は災害損失金等の当期
控除額」の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「45」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)
名又は項目名「[16]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の転記元様式ID「HOB700」の帳票名称を
「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に関
する明細書」
から
「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入に
関する明細書」
に修正

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver100x

項番「46」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)
名又は項目名「[16]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」の行を追加

23.6.1 新規
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

新規作成

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

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」(転記元様式ID「HOB700」及び「HOB720」)の行
を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

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」(転記元様式ID「HOB710」及び「HOB720」)の行
を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「7」の転記先様式ID「HOＡ110」の項目(グループ)
名又は項目名「[27]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB700」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「7」の転記先様式ID「HOＡ110」の項目(グループ)
名又は項目名「[27]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB710」)の行を追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「10」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]欠損金又は災害損失金等の当期
控除額」(転記元様式ID「HOB700」及び「HOB720」)の行
を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「10」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[20]欠損金又は災害損失金等の当期
控除額」(転記元様式ID「HOB710」及び「HOB720」)の行
を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「11」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[21]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB700」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「11」の転記先様式ID「HOＡ120」の項目(グループ)
名又は項目名「[21]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB710」)の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

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」(転記元様式ID「HOB700」及び「HOB720」)の行
を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

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」(転記元様式ID「HOB710」及び「HOB720」)の行
を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「16」の転記先様式ID「HOＡ130」の項目(グループ)
名又は項目名「[24]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB700」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「16」の転記先様式ID「HOＡ130」の項目(グループ)
名又は項目名「[24]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB710」)の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「23」の転記先様式ID「HOＡ410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」(転記元様式ID「HOB700」及び
「HOB720」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「23」の転記先様式ID「HOＡ410」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」(転記元様式ID「HOB710」及び
「HOB720」)の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「28」の転記先様式ID「HOＡ420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」(転記元様式ID「HOB700」及び
「HOB720」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「28」の転記先様式ID「HOＡ420」の項目(グループ)
名又は項目名「[42](1)欠損金又は災害損失金等の当
期控除額(総額)」(転記元様式ID「HOB710」及び
「HOB720」)の行を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「35」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」(転記元様式ID「HOB700」及び「HOB720」)の行
を削除



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「35」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」(転記元様式ID「HOB710」及び「HOB720」)の行
を追加

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「36」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)
名又は項目名「[16]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB700」)の行を削除

23.6.1 変更
帳票間項目チェック（法人
税申告）Ver110x

項番「36」の転記先様式ID「HOE910」の項目(グループ)
名又は項目名「[16]翌期へ繰り越す欠損金又は災害損
失金」(転記元様式ID「HOB710」)の行を追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOB710(Ver1.0)」,帳票名称「別表七(一)　欠損
金又は災害損失金の損金算入に関する明細書(平成23
年3月11日以後終了事業年度分)」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOE990(Ver1.0)」,帳票名称「事業年度分の適
用額明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOM110(Ver1.0)」,帳票名称「震災により生じた
損失の額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOM120(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の損金算入に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOM130(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の益金算入に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOR724(Ver1.0)」,帳票名称「別表七の二付表
二の二　連結法人の東日本大震災により生じた損失の
額等の計算に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver1x

様式ID「HOR990(Ver1.0)」,帳票名称「連結事業年度分
の適用額明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

様式ID「HOI100」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

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver2x

様式ID「HOI100(Ver2.0)」の タグ名「HJC01100」の要素
内容を「年月日」から「支払年月」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

様式ID「HOB700」のバージョンを「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

様式ID「HOB700(Ver5.1)」の帳票名称を「別表七(一)
欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算
入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver5x

様式ID「HOB700(Ver5.1)」のタグ名「HOB700」の要素内
容を「別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算入
に関する明細書」から「旧別表七(一)　欠損金又は災害
損失金の損金算入に関する明細書」に修正

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060」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



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十(七)
社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の
肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、
造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対
する負担金等の損金算入に関する明細書」から「別表
十(七)　社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産
法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別
控除、造林のための植林費の損金算入、特定の基金
に対する負担金等の損金算入及び口蹄疫に対処する
ための手当金等に係る所得又は連結所得の特別控除
に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」の タグ名「HOC060」の要素
内容を「別表十(七)　社会保険診療報酬に係る損金算
入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連
結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入
及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関す
る明細書」から「別表十(七)　社会保険診療報酬に係る
損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得
又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損
金算入、特定の基金に対する負担金等の損金算入及
び口蹄疫に対処するための手当金等に係る所得又は
連結所得の特別控除に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00000」,レベル
「04」,要素内容「5　口蹄疫に対処するための手当金等
に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細
書」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00010」,レベル
「05」,要素内容「原価の額、費用の額及び損失の額の
計算」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00020」,レベル
「06」,要素内容「手当金等の額の計算の基礎となった家
畜に係る原価の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00030」,レベル
「06」,要素内容「手当金等の額の計算の基礎となった家
畜に係る費用の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00040」,レベル
「06」,要素内容「手当金等の額の計算の基礎となった家
畜に係る損失の額」,共通ボキャブラリまたはデータ型
「kingaku」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00050」,レベル
「06」,要素内容「原価の額、費用の額及び損失の額」,共
通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00060」,レベル
「05」,要素内容「特別控除額の計算」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00070」,レベル
「06」,要素内容「手当金等の額」,共通ボキャブラリまた
はデータ型「kingaku」,最小「0」を行追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00080」,レベル
「06」,要素内容「原価の額、費用の額及び損失の額」,共
通ボキャブラリまたはデータ型「kingaku」,最小「0」を行
追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」にタグ名「CIH00090」,レベル
「06」,要素内容「特別控除額」,共通ボキャブラリまたは
データ型「kingaku」,最小「0」を行追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR110」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR110(Ver7.0)」にタグ名「RAA00380」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR120」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR120(Ver7.0)」にタグ名「RBA00340」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR130」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver7x

様式ID「HOR130(Ver7.0)」にタグ名「RCA00370」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

様式ID「HOA110」のバージョンを「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver8x

様式ID「HOA130」のバージョンを「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

新規作成

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA110」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA110(Ver9.0)」にタグ名「AAA00370」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA120」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA120(Ver9.0)」にタグ名「ABA00360」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA130」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、XML構造設計書を追加

23.6.1 変更
XML構造設計書（法人-申
告）Ver9x

様式ID「HOA130(Ver9.0)」にタグ名「ACA00330」,レベル
「05」,要素内容「適用額明細書提出の有無」,共通ボ
キャブラリまたはデータ型「kubun」,最小「0」を行追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOS130(Ver1.0)」,帳票名称「連結法人の震災
損失の繰戻しによる還付請求書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOS140(Ver1.0)」,帳票名称「連結法人の繰戻
対象震災損失金額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOZ800(Ver1.0)」,帳票名称「震災損失の繰戻し
による還付請求書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOZ810(Ver1.0)」,帳票名称「繰戻対象震災損
失金額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（法人-申
請）Ver1x

様式ID「HOZ890(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の益金算入時期の延長確認申請書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOB710(Ver1.0)」,帳票名称「別表七(一)　欠損
金又は災害損失金の損金算入に関する明細書(平成23
年3月11日以後終了事業年度分)」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOE990(Ver1.0)」,帳票名称「事業年度分の適
用額明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOM110(Ver1.0)」,帳票名称「震災により生じた
損失の額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOM120(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の損金算入に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOM130(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の益金算入に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOR724(Ver1.0)」,帳票名称「別表七の二付表
二の二　連結法人の東日本大震災により生じた損失の
額等の計算に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver1x

様式ID「HOR990(Ver1.0)」,帳票名称「連結事業年度分
の適用額明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver2x

様式ID「HOI100」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

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver2x

様式ID「HOI100(Ver2.0)」のXMLタグ「HJC01110」の項
目名を「源泉預り金年月日　元号」から「源泉預り金支
払年月　元号」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver2x

様式ID「HOI100(Ver2.0)」のXMLタグ「HJC01110」の項
目名を「源泉預り金年月日　年」から「源泉預り金支払
年月　年」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver2x

様式ID「HOI100(Ver2.0)」のXMLタグ「HJC01120」の項
目名を「源泉預り金年月日　月」から「源泉預り金支払
年月　月分」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver5x

様式ID「HOB700」のバージョンを「5.0」から「5.1」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver5x

様式ID「HOB700(Ver5.1)」の帳票名称を「別表七(一)
欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
から「旧別表七(一)　欠損金又は災害損失金の損金算
入に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver5x

様式ID「HOB700(Ver5.1)」のXMLタグ「BYE00000」,項目
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「適用事業年度等」の計算／備考を「「平×
×・××・××」表示（漢数字）」から「「平二十三・三・
十」表示」に修正



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060」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

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」の帳票名称を「別表十(七)
社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の
肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、
造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対
する負担金等の損金算入に関する明細書」から「別表
十(七)　社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産
法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別
控除、造林のための植林費の損金算入、特定の基金
に対する負担金等の損金算入及び口蹄疫に対処する
ための手当金等に係る所得又は連結所得の特別控除
に関する明細書」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「32」,項目(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)名「5　口蹄疫に対処するための手当
金等に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明
細書」,項目名「手当金等の額の計算の基礎となった家
畜に係る原価の額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XML
タグ「CIH00020」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「33」,項目名「手当金等の額の計算の基礎となった家畜
に係る費用の額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタ
グ「CIH00030」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「34」,項目名「手当金等の額の計算の基礎となった家畜
に係る損失の額」,書式「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタ
グ「CIH00040」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「35」,項目名「原価の額、費用の額及び損失の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CIH00050」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「36」,項目名「手当金等の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CIH00070」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「37」,項目名「原価の額、費用の額及び損失の額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CIH00080」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver6x

様式ID「HOC060(Ver6.0)」に入力型「数値」,帳票項番
「38」,項目名「特別控除額」,書式
「ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ」,XMLタグ「CIH00090」を行追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR110」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR110(Ver7.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「RAA00380」を行追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR120」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR120(Ver7.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「RBA00340」を行追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR130」のバージョンを「6.0」から「7.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver7x

様式ID「HOR130(Ver7.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「RCA00370」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver8x

様式ID「HOA110」のバージョンを「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver8x

様式ID「HOA110(Ver8.1)」のXMLタグ「AAB00210」,項目
名「所得税額等の還付金額」の計算／備考を「【計算】
AAE00050
ただし、AAA00270が「02:中間」又は「04:修正中間」の
場合は0」から「【計算】 AAE00050」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver8x

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「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver8x

様式ID「HOA130」のバージョンを「8.0」から「8.1」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver8x

様式ID「HOA130(Ver8.1)」のXMLタグ「ACB00180」,項目
名「所得税額等の還付金額」の計算／備考を「【計算】
ACD00050
ただし、ACA00260が「02:中間」又は「04:修正中間」の
場合は0
」から「【計算】 ACD00050」に修正

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

新規作成

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA110」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA110(Ver9.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「AAA00370」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA110(Ver9.0)」のXMLタグ「AAB00210」,項目
名「所得税額等の還付金額」の計算／備考を「【計算】
AAE00050
ただし、AAA00270が「02:中間」又は「04:修正中間」の
場合は0」から「【計算】 AAE00050」に修正

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA110」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書計算補足を追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA120」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA120(Ver9.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「ABA00360」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA130」のバージョンを「8.0」から「9.0」に修正
し、帳票フィールド仕様書を追加



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA130(Ver9.0)」に入力型「区分」,項目(ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ)名「適用額明細書提出の有無」,入力ﾁｪｯｸ「○」,値の
範囲「1:有
2:無」,XMLタグ「ACA00330」を行追加

23.6.1 変更
帳票フィールド仕様書（法
人-申告）Ver9x

様式ID「HOA130(Ver9.0)」のXMLタグ「ACB00180」,項目
名「所得税額等の還付金額」の計算／備考を「【計算】
ACD00050
ただし、ACA00260が「02:中間」又は「04:修正中間」の
場合は0
」から「【計算】 ACD00050」に修正

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申請）Ver1x

様式ID「HOS130(Ver1.0)」,帳票名称「連結法人の震災
損失の繰戻しによる還付請求書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申請）Ver1x

様式ID「HOS140(Ver1.0)」,帳票名称「連結法人の繰戻
対象震災損失金額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申請）Ver1x

様式ID「HOZ800(Ver1.0)」,帳票名称「震災損失の繰戻し
による還付請求書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申請）Ver1x

様式ID「HOZ810(Ver1.0)」,帳票名称「繰戻対象震災損
失金額に関する明細書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（法
人-申請）Ver1x

様式ID「HOZ890(Ver1.0)」,帳票名称「災害損失特別勘
定の益金算入時期の延長確認申請書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書(消費-申
請)Ver1x

様式ID「SHZ300(Ver1.0)」,帳票名称「震災特例法第42
条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適
用届出書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書(消
費-申請)Ver1x

様式ID「SHZ300(Ver1.0)」,帳票名称「震災特例法第42
条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適
用届出書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（源泉）
Ver1x

様式ID「GEZ820(Ver1.0)」,帳票名称「財産形成住宅(年
金)貯蓄に関する確認申請書」を新規追加

23.6.1 新規
XML構造設計書（源泉）
Ver1x

様式ID「GEZ830(Ver1.0)」,帳票名称「財産形成住宅(年
金)貯蓄の利子等に係る源泉徴収税額の還付請求書」
を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（源
泉）Ver1x

様式ID「GEZ820(Ver1.0)」,帳票名称「財産形成住宅(年
金)貯蓄に関する確認申請書」を新規追加

23.6.1 新規
帳票フィールド仕様書（源
泉）Ver1x

様式ID「GEZ830(Ver1.0)」,帳票名称「財産形成住宅(年
金)貯蓄の利子等に係る源泉徴収税額の還付請求書」
を新規追加


