
更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

26.2.7 新規 手続一覧（申告）Ver132x

新規作成

26.2.7 新規 手続一覧（申告）Ver132x

以下の手続を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
「RHO7010」「RHO7020」「RHO7030」「RHO7050」「RHO7060」「RHO7070」

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

新規作成

更　新　履　歴

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7010」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「HOR110」「HOR201」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」
「HOR510」「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」
「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」
「HOR622」「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」
「HOR624」「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」
「HOR699」「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」
「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」
「HOR702」「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」
「HOR704」「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」
「HOR628」「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR723」「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」
「HOC010」「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」
「HOD090」「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」
「HOD190」「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」
「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」
「HOE400」「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」
「HOE562」「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」
「HOR770」「HOR772」「HOR774」「HOR990」「HOL010」「HOL025」
「HOL040」「HOL035」「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」
「HOL060」「HOL091」「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」
「HOL170」「HOL175」「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」
「HOL370」「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」
「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7020」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「HOR120」「HOR201」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」
「HOR510」「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」
「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」
「HOR622」「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」
「HOR624」「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」
「HOR699」「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」
「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」
「HOR702」「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」
「HOR704」「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」
「HOR628」「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR723」「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」
「HOC010」「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」
「HOD090」「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」
「HOD190」「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」
「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」
「HOE400」「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」
「HOE562」「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」
「HOR770」「HOR772」「HOR774」「HOR990」「HOL010」「HOL025」
「HOL040」「HOL035」「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」
「HOL060」「HOL091」「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」
「HOL170」「HOL175」「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」
「HOL370」「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」
「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7030」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「HOR130」「HOR201」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」
「HOR510」「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」
「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」
「HOR622」「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」
「HOR624」「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」
「HOR699」「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」
「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」
「HOR702」「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」
「HOR704」「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」
「HOR628」「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR723」「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」
「HOC010」「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」
「HOD090」「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」
「HOD190」「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」
「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」
「HOE400」「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」
「HOE562」「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」
「HOR770」「HOR772」「HOR774」「HOR990」「HOL010」「HOL025」
「HOL040」「HOL035」「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」
「HOL060」「HOL091」「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」
「HOL170」「HOL175」「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」
「HOL370」「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」
「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7050」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「HOR110」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOR320」
「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」「HOR510」
「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」「HOB022」
「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」「HOR622」
「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」「HOR624」
「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」
「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」「HOR659」
「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」
「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」「HOR704」
「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」「HOR628」
「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」「HOR723」
「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」「HOC010」
「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」「HOC026」
「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」「HOD190」
「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」「HOD500」
「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」「HOE111」
「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」「HOR830」
「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」「HOE562」
「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」「HOR770」
「HOR772」「HOR774」「HOL010」「HOL025」「HOL040」「HOL035」
「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」「HOL060」「HOL091」
「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」「HOL170」「HOL175」
「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」「HOL370」「HOL380」
「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7060」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「HOR130」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」「HOA324」
「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」「HOR320」
「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」「HOR510」
「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」「HOB022」
「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」「HOB042」
「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」「HOR622」
「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」「HOR624」
「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」「HOR699」
「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」「HOR659」
「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」「HOR702」
「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」「HOR704」
「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」「HOR628」
「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」「HOR723」
「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」「HOC010」
「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」「HOC026」
「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」「HOC130」
「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」「HOD090」
「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」「HOD190」
「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」「HOD250」
「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」「HOD450」
「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」「HOD500」
「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」「HOE111」
「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」「HOR830」
「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」「HOE350」
「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」「HOE400」
「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」「HOE562」
「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」「HOE600」
「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」「HOR770」
「HOR772」「HOR774」「HOL010」「HOL025」「HOL040」「HOL035」
「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」「HOL060」「HOL091」
「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」「HOL170」「HOL175」
「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」「HOL259」「HOL261」
「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」「HOL290」「HOL300」
「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」「HOL370」「HOL380」
「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」「HOR920」「HOR940」
「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」「HOM120」「HOM130」
「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」



更新日付 更新区分 仕様書名 修正内容 備考

更　新　履　歴

26.2.7 新規
対象帳票一覧（申告）Ver
1x

以下の様式IDを一覧に追加
バージョンは「1.0」
「HOR422」「HOR517」

26.2.7 新規
XML構造設計書（法人-
申告）Ver1x

様式ID「HOR422(Ver1.0)」,帳票名称「別表四の二付表　個別所得の金額の計
算に関する明細書」を新規追加

26.2.7 新規
XML構造設計書（法人-
申告）Ver1x

様式ID「HOR517(Ver1.0)」,帳票名称「別表五の二(一)付表一　連結個別利益
積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書」を新規追加

26.2.7 新規
帳票フィールド仕様書（
法人-申告）Ver1x

様式ID「HOR422(Ver1.0)」,帳票名称「別表四の二付表　個別所得の金額の計
算に関する明細書」を新規追加

26.2.7 新規
帳票フィールド仕様書（
法人-申告）Ver1x

様式ID「HOR517(Ver1.0)」,帳票名称「別表五の二(一)付表一　連結個別利益
積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書」を新規追加

26.2.7 新規
手続内帳票対応表(申告）
Ver132x

手続ID「RHO7070」を一覧に追加
バージョンは「13.2.0」
以下の様式IDを含む
「TEA080」「HOR201」「HOA201」「HOA320」「HOA322」「HOA323」
「HOA324」「HOA330」「HOA350」「HOA360」「HOA370」「HOA380」
「HOR320」「HOR323」「HOR420」「HOR425」「HOR422」「HOA512」
「HOR510」「HOR511」「HOR517」「HOA531」「HOR514」「HOR516」
「HOB022」「HOB030」「HOB031」「HOB032」「HOB033」「HOB040」
「HOB042」「HOB660」「HOB670」「HOR615」「HOR620」「HOR621」
「HOR622」「HOR693」「HOR623」「HOR665」「HOR694」「HOR667」
「HOR624」「HOR625」「HOR666」「HOR697」「HOR668」「HOR698」
「HOR699」「HOR657」「HOR658」「HOR661」「HOR653」「HOR654」
「HOR659」「HOR671」「HOR662」「HOR686」「HOR663」「HOR691」
「HOR702」「HOR701」「HOR716」「HOR717」「HOR718」「HOR703」
「HOR704」「HOR705」「HOR706」「HOR707」「HOR626」「HOR627」
「HOR628」「HOR708」「HOR709」「HOR720」「HOR731」「HOR721」
「HOR723」「HOR725」「HOB810」「HOR800」「HOB900」「HOB930」
「HOC010」「HOC012」「HOC013」「HOC020」「HOC022」「HOC024」
「HOC026」「HOC060」「HOR810」「HOC110」「HOC112」「HOC120」
「HOC130」「HOD010」「HOD040」「HOD065」「HOD070」「HOD080」
「HOD090」「HOD160」「HOD170」「HOD180」「HOD185」「HOD188」
「HOD190」「HOD201」「HOD205」「HOD208」「HOD110」「HOD135」
「HOD250」「HOD260」「HOD410」「HOD420」「HOD430」「HOD440」
「HOD450」「HOD460」「HOD470」「HOD480」「HOD491」「HOD495」
「HOD500」「HOD510」「HOE104」「HOB910」「HOB920」「HOE110」
「HOE111」「HOE112」「HOE113」「HOE105」「HOE106」「HOR820」
「HOR830」「HOE315」「HOE325」「HOE330」「HOE341」「HOE340」
「HOE350」「HOE351」「HOE360」「HOE370」「HOE380」「HOE390」
「HOE400」「HOE410」「HOE545」「HOE546」「HOE547」「HOE561」
「HOE562」「HOE563」「HOE570」「HOE580」「HOE585」「HOE531」
「HOE600」「HOR750」「HOR760」「HOR762」「HOR764」「HOR766」
「HOR770」「HOR772」「HOR774」「HOR990」「HOL010」「HOL025」
「HOL040」「HOL035」「HOL046」「HOL047」「HOL049」「HOL050」
「HOL060」「HOL091」「HOL130」「HOL165」「HOL168」「HOL169」
「HOL170」「HOL175」「HOL190」「HOL230」「HOL240」「HOL260」
「HOL259」「HOL261」「HOL263」「HOL270」「HOL280」「HOL286」
「HOL290」「HOL300」「HOL330」「HOL360」「HOL363」「HOL365」
「HOL370」「HOL380」「HOL355」「HOL390」「HOL391」「HOL392」
「HOR920」「HOR940」「HOR910」「HOR930」「HOM060」「HOM090」
「HOM120」「HOM130」「TEA050」「SOZ041」「SOZ051」


