
○申告所得税関係

手続名 帳票名

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の許可申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請書

(別紙)徴収猶予を受ける限度額又は猶予期間の計算書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届
出

現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書

現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書

所得税の青色申告承認申請書　現金主義の所得計算による旨の届出書

個人事業の開業・廃業等届出 個人事業の開業・廃業等届出書

再び現金主義による所得計算の特例を受けることの承認
申請

再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書

純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書

所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書

所得税の棚卸資産の評価方法の届出 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

所得税の減価償却資産の償却方法の届出 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

所得税の青色申告の取りやめ届出 所得税の青色申告の取りやめ届出書

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書　現金主義の所得計算による旨の届出書

所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出書

所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分収支内訳書(一般用)

年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

損益の通算の計算書

年分医療費控除の明細書【内訳書】(兼 医療費通知の記載事項)

年分医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)(兼 医療費通知の記載事項)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の許可の申請

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申
請

繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申
請

現金主義による所得計算の特例を受けることの届出

所得税の青色申告承認申請

所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請



平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(令和2年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(令和2年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和2年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和3年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和元年以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書(複数寄附対応用)

寄附金受領証明書(令和3年分以降複数寄附対応用)

寄附金控除に関する証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書

青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

総収入金額報告書の提出 年分の総収入金額報告書

年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(平成29年分以降用)

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用)
年分収支内訳書(一般用)

年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の
方用)
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

所得の内訳書

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(重複適用分)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

所得税の更正の請求(平成30年分用)

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請

青色専従者給与に関する届出(変更届出)



外国税額控除に関する明細書(居住者用)

外国税額控除に関する明細書(非居住者用)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

年分医療費控除の明細書

年分医療費控除の明細書(次葉)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後
用)
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185
条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場合)(本表・別表1)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表・別表1)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

損益の通算の計算書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(第5面)

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租税特
別措置法第41条の5用】
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除用)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租
税特別措置法第41条の5の2用】
平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和元年分以降用)

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用)
年分収支内訳書(一般用)

所得税の更正の請求(平成30年分用)

所得税の更正の請求(令和元年分用)



年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の
方用)
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

所得の内訳書

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(重複適用分)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

外国税額控除に関する明細書(居住者用)

外国税額控除に関する明細書(非居住者用)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

年分医療費控除の明細書

年分医療費控除の明細書(次葉)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後
用)
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185
条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場合)(本表・別表1)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表・別表1)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

損益の通算の計算書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(第5面)

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租税特
別措置法第41条の5用】
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除用)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租
税特別措置法第41条の5の2用】
平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

所得税の更正の請求(令和元年分用)



平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和元年以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書(複数寄附対応用)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和2年分以降用)

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用)
年分収支内訳書(一般用)

年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の
方用)
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

所得の内訳書

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(重複適用分)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

外国税額控除に関する明細書(居住者用)

外国税額控除に関する明細書(非居住者用)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

年分医療費控除の明細書【内訳書】

年分医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後
用)
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185
条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場合)(本表・別表1)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表・別表1)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

損益の通算の計算書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(第5面)

配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》

所得税の更正の請求(令和元年分用)

所得税の更正の請求(令和2年分用)



居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書

分配時調整外国税相当額控除に関する明細書

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租税特
別措置法第41条の5用】
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除用)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租
税特別措置法第41条の5の2用】
国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の
特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)<確定申告書付表>【国外転出(相続)時課税(所
平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(令和2年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(令和2年以降用)

年分　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和2年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和元年以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書(複数寄附対応用)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書

年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和3年分以降用)

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用)
年分収支内訳書(一般用)

年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の
方用)

所得税の更正の請求(令和2年分用)

所得税の更正の請求(令和3年分以降用)



変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

所得の内訳書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(重複適用分)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

外国税額控除に関する明細書(居住者用)

外国税額控除に関する明細書(非居住者用)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

年分医療費控除の明細書【内訳書】(兼 医療費通知の記載事項)

年分医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)(兼 医療費通知の記載事項)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185
条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場合)(本表・別表1)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表・別表1)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

損益の通算の計算書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(第5面)

譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書

配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書

分配時調整外国税相当額控除に関する明細書

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書

事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租税特
別措置法第41条の5用】
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除用)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租
税特別措置法第41条の5の2用】
国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の
特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)<確定申告書付表>【国外転出(相続)時課税(所
平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(令和2年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(令和2年以降用)

年分　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

所得税の更正の請求(令和3年分以降用)



平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和2年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和3年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和元年以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書(複数寄附対応用)

寄附金受領証明書(令和3年分以降複数寄附対応用)

寄附金控除に関する証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書

年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和4年分以降用)

年分の申告書等送信票(兼送付書)

年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用)
年分収支内訳書(一般用)

年分収支内訳書(農業所得用)

年分収支内訳書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(一般用)

年分青色申告決算書(不動産所得用)

年分青色申告決算書(現金主義用)

年分青色申告決算書(農業所得用)

年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の
方用)
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書

所得の内訳書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(重複適用分)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

外国税額控除に関する明細書(居住者用)

外国税額控除に関する明細書(非居住者用)

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

年分医療費控除の明細書【内訳書】(兼 医療費通知の記載事項)

年分医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)(兼 医療費通知の記載事項)

年分セルフメディケーション税制の明細書

年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得税法施行令第185
条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場合)(本表・別表1)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(本表・別表1)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

所得税の更正の請求(令和3年分以降用)

所得税の更正の請求(令和4年分以降用)



損益の通算の計算書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(第5面)

譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書

配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書

分配時調整外国税相当額控除に関する明細書

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書

事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租税特
別措置法第41条の5用】
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》(特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除用)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(  年分)【租
税特別措置法第41条の5の2用】
国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の
特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)<確定申告書付表>【国外転出(相続)時課税(所
平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成24年以降用)

平成__年分　給与所得の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(令和2年以降用)

年分　給与所得の源泉徴収票(令和4年以降用)

平成__年分　特定口座年間取引報告書(平成22年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(平成28年以降用)

年分　特定口座年間取引報告書(令和2年以降用)

年分　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成19年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成23年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成25年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成27年以降用)

平成__年分　公的年金等の源泉徴収票(平成28年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(平成30年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和2年以降用)

年分　公的年金等の源泉徴収票(令和3年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(平成21年以降用)

年分　オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(平成21年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和元年以降用)

年分　配当等とみなす金額に関する支払通知書(令和4年4月1日以降用)

医療費通知(お知らせ)

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書(複数寄附対応用)

寄附金受領証明書(令和3年分以降複数寄附対応用)

寄附金控除に関する証明書

国民年金保険料等控除証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

所得税の更正の請求(令和4年分以降用)



所得税の更正の請求(令和4年分以降用) 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

保険料を支払った場合等の課税の特例の届出書　保険料を支払った場合等の課税の特例の還
付請求書
年分の申告書等送信票(兼送付書)

災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書

年分の申告書等送信票(兼送付書)

国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加
算税の特例の適用を受ける旨の届出書
年分の申告書等送信票(兼送付書)

国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円
の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受
ける旨の届出

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申
請

所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間
定額法の届出

保険料を支払った場合等の課税の特例の還付請求

災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申
請書

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出

危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書


