
平成 24 年 1 月版 

東 京 国 税 局 

ははじじめめよようう！！ee--TTaaxx

～消費税の確定申告書作成編～ 

消費税の確定申告書の作成から 

納付情報登録依頼までの手続は 

この一冊で行えます。 

操作に関するお問い合わせは「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」へ 

０５７０－０１－５９０１（e-コクゼイ） 



留　意　事　項　等

１　本マニュアルは、法人の方が消費税及び地方消費税の確定申告書（一
　般用申告書）をe-Taxソフトを使用して作成し、納付情報登録依頼を行
　うまでの手順について説明しています。
　　マニュアル内では、一般用申告書の画面を使用していますが、簡易課
　税用申告書を作成される方でもご利用いただける構成となっています。

２　納付情報登録依頼を送信する際には、電子署名の付与は省略すること

　ができます。

３　本マニュアルは、平成24年１月現在の情報をもとに作成しています。
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　①　e-Taxの事前準備

　②　e-Taxによる申告・申請

　１　概要

開 始 届 出 書 の 提 出

e-Taxソフトのインストール等 

本マニュアルをご覧ください。 

 e-Taxホームページからオンラインで 

提出できます。 

 e-Taxホームページのダウンロード

コーナーから「e-Taxソフト」をダウ

ンロードし、インストールを行ってく

ださい。 

e-Taxソフトの起動(P.2)

消費税の確定申告書データの作成(P.3) 

 ・ 付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

 ・ 消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 

「e-Taxソフト」を起動します。 

 本マニュアルでは「消費税の確定申告書（一般用）」

データを作成します

e-Tax事前準備・初期設定マニュアルをご覧ください。 

開 始 届 出 書 の 提 出

e-Taxソフトのインストール等 

本マニュアルをご覧ください。 

 e-Taxホームページからオンラインで 

提出できます。 

 e-Taxホームページのダウンロード

コーナーから「e-Taxソフト」をダウ

ンロードし、インストールを行ってく

ださい。 

e-Taxソフトの起動(P.2)

電子署名の付与(P.1 4 )

消費税の確定申告書データの送信(P . 1 7 )

消費税の確定申告書データの作成(P.3) 

 ・ 付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 

 ・ 消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 

「e-Taxソフト」を起動します。 

「消費税の確定申告書」に電子署名を付与します。 

 本マニュアルでは「消費税の確定申告書（一般用）」

データを作成します。 

 電子署名を付与した「消費税の確定申告書データ」を 

e-Taxソフトで送信します。 

納付情報登録依頼データの作成(P.18)

納付情報登録依頼データの送信(P.21)

電子納税を行うためのデータを作成します。 

「納付情報登録依頼データ」をe-Taxソフトで送信します。 

e-Tax事前準備・初期設定マニュアルをご覧ください。 

-1-



　２　e-Taxソフトの起動

　e-Taxソフトを起動し、メニューボタンから「作成」をクリックしてください。

　＊　e-Taxソフトの初回起動時には、「利用者ファイルの作成」、「利用者情報の登
　　録」などの初期設定が必要になります。
　＊　e-Taxソフトの起動時に、バージョンアップが必要か確認します。申告書等の
　　作成は常にバージョンアップされた最新の状態で行ってください。

「作成」をクリックしてください。 
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　３　消費税の確定申告書データの作成
　　(1)　新規作成

　①　メニューボタン「作成」から「申告・申請等」をクリックしてください。
　②　「申告・申請等一覧」画面が表示されますので、「新規作成」ボタンをクリックし
　　てください。

①「申告・申請等」をクリックしてください。 ①「申告・申請等」をクリックしてください。 

②「新規作成」をクリックしてください。
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　　(2)　消費税の確定申告書の選択

　①　「申告」を選択してください。
　②　税目欄で「消費税」を選択してください。
　③　年分欄で「平成9年4月1日以降終了課税期間分（23年9月以降ご利用分）」を選択し
　　てください。
　④　「次へ」ボタンをクリックしてください。

①「申告」を選択してください。 

②「消費税」を選択してください。 

③「平成9年4月1日以降終了課税期間分

23 9 

①「申告」を選択してください。 

②「消費税」を選択してください。 

④「次へ」をクリックしてください。 

③「平成9年4月1日以降終了課税期間分 

 （23年9月以降ご利用分）」を選択してください。 

23 9 
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　　(3)　各種帳票の選択（ここでは「一般用申告書」を作成します。）

　①　「選択可能帳票一覧」から「消費税」を選択してください。
　②　①の結果表示される帳票の中から、「一般用申告書」を選択してください。
　③　②の結果表示される帳票の中から、次の帳票を選択してください。
　　○　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）
　　○　付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
　④　「次へ」ボタンをクリックしてください。
　＊　なお、付表等については、必要な帳票を追加選択してください。

②「一般用申告書」を選択してください。 

①「消費税」を選択してください。 

＊【参考】簡易課税用申告書を作成される方は、
　①　「選択可能帳票一覧」から「消費税」を選択してください。
　②　①の結果表示される帳票の中から、「簡易課税用申告書」を選択してください。
　③　②の結果表示される帳票の中から、次のものを選択してください。
　　○　消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）
　　○　付表５控除対象仕入税額の計算表
　④　「次へ」ボタンをクリックしてください。

④「次へ」をクリックしてください。 

②「一般用申告書」を選択してください。 

①「消費税」を選択してください。 

③帳票を選択してください。 
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　①　「申告・申請等名」欄に任意の名称を入力してください。
　　　（例）　平成23年分消費税の確定申告書
　②　「OK」ボタンをクリックしてください。

①「申告・申請等名」欄に任意の 

 名称を入力してください。 

23 

9 23 

①「申告・申請等名」欄に任意の 

 名称を入力してください。 

②「OK」をクリックしてください。 

23 

9 23 
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　　(4)　「申告・申請等基本情報」の入力

　①　「提出先設定」ボタンをクリックしてください。
　②　「提出先選択」画面が表示されますので、次のように選択してください。
　　○　「組織区分」欄で「税務署」を選択
　　○　「都道府県」欄で確定申告書を提出する税務署のある「都道府県」を選択
　　○　「提出先」欄で確定申告書を提出する「税務署」を選択
　③　「OK」ボタンをクリックしてください。

①「提出先設定」をクリック 

 してください。 

③「OK」をクリックしてください。 

②「提出先選択」画面が表示されますので、

 ○ 「組織区分」欄で「税務署」 

 ○ 「都道府県」欄で「都道府県」 

 ○ 「提出先」 欄で「提出先税務署」 

 を選択してください。 

①「提出先設定」をクリック 

 してください。 
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　①　「提出年月日」を入力してください。
　②　「課税期間」を入力してください。
　③　「法人名（カナ）」以降の該当項目を入力してください。
　④　「OK」ボタンをクリックしてください。
　⑤　「メッセージ表示」画面の「OK」ボタンをクリックしてください。

①「提出年月日」を入力してください。 

②「課税期間」を入力し

てください。 

⑤「OK」をクリックして

ください。 

③「法人名（カナ）」以降

の該当項目を入力してくだ

さい。

24 

23 

23 

23

＊　次回の申告からは、「提出先税務署（必須）」、「提出年月日」、「課税期間（自）
　（至）（必須）」及び変更箇所（前回に入力された値が既に入力されています。）の入
　力をしてください。

①「提出年月日」を入力してください。 

②「課税期間」を入力し

てください。 

⑤「OK」をクリックして

ください。 

③「法人名（カナ）」以降

の該当項目を入力してくだ

さい。 

④入力が終了したら「OK」を

クリックしてください。 

24 

23 

23 

23
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　　(5)　「付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の作成

　①　e-Taxソフトでは、先に付表の作成から行います。「帳票一覧」から「付表２課税
　　売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を選択してください。
　②　「帳票編集」ボタンをクリックしてください。

①「付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を 

 選択してください。 

付表2課税売上割合･控除対象仕入税額等の計 作成中 1.0

23 

＊【参考】簡易課税用申告書を作成される方は、
　①　「帳票一覧」から「付表５控除対象仕入税額の計算表」を選択してください。
　②　「帳票編集」ボタンをクリックしてください。

①「付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を 

 選択してください。 

②「帳票編集」をクリックしてください。

付表2課税売上割合･控除対象仕入税額等の計 作成中 1.0

23 
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　①　「付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」画面が表示されますので、
　　必要な項目を入力してください。
　②　すべての入力が終了したら、「作成完了」ボタンをクリックしてください。

23 23 

＊【参考】簡易課税用申告書を作成される方は、
　①　「付表５控除対象仕入税額の計算表」画面が表示されますので、必要な項目を入力
　　してください。
　②　すべての入力が終了したら、「作成完了」ボタンをクリックしてください。

①必要な項目を入力してください。 

②すべての入力が終了したら、 

 「作成完了」をクリックしてください。 

23 23 
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　　(6)　「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」の作成

　①　「帳票一覧」から「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」を選択してくださ
　　い。
　②　「帳票編集」ボタンをクリックしてください。

消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 作成中 3.0

①「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」を 

 選択してください。 

23 

＊【参考】簡易課税用申告書を作成される方は、
　①　「帳票一覧」から「消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）」を選択してく
　　ださい。
　②　「帳票編集」ボタンをクリックしてください。

②「帳票編集」をクリックしてください。 

消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 作成中 3.0

①「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」を 

 選択してください。 

23 
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　①　「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」画面が表示されますので、必要な項
　　目を入力してください。
　②　すべての入力が終了したら、「作成完了」ボタンをクリックしてください。

23 

23 

＊【参考】簡易課税申告書を作成される方は、
　①　「消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）」画面が表示されますので、必要
　　な項目を入力してください。
　②　すべての入力が終了したら、「作成完了」ボタンをクリックしてください。

①必要な項目を入力してください。 

②すべての入力が終了したら、 

 「作成完了」をクリックしてください。 

23 

23 
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　①　帳票一覧の「状態」欄がすべて「作成完了」であることを確認してください。
　②　メニューボタンから「電子署名」ボタンをクリックしてください。

　　(7)　作成完了

消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 作成完了 3.0
付表2課税売上割合･控除対象仕入税額等の計 作成完了 1.0

②「電子署名」をクリックしてください

①「作成完了」であることを確認してください。 

23 

消費税及び地方消費税の申告書（一般用） 作成完了 3.0
付表2課税売上割合･控除対象仕入税額等の計 作成完了 1.0

②「電子署名」をクリックしてください。 

①「作成完了」であることを確認してください。 

23 
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　４　電子署名の付与

　①　メニューボタン「電子署名」から「電子署名」を選択し、署名可能なデータを一覧
　　表示させてください。
　②　電子署名を行うデータを選択してください。
　③　「署名」ボタンをクリックしてください。（署名前チェックが自動で行われま
す。）
　④　（ここでは「ICカード」を利用した場合について説明します）「ICカードを利用」
　　を選択してください。
　⑤　「次へ」ボタンをクリックしてください。

①「電子署名」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

④「ICカードを利用」を 

 選択してください。 

平成23年分消費税の確定申告書 消費税 申告 2 国税商事 麹町 0 2012-

②署名を行うデータを選択

してください。 

＊【参考】「ICカード」を利用しない電子証明書、例えば「商業登記認証局」などは「他
　　　のメディアを利用」を選択してください。次にフロッピーディスクなどに電子証明
　　　書が格納されているファイルを指定し、電子証明書のパスワードを入力後、署名を
　　　行ってください。

③「署名」をクリックしてください。 

①「電子署名」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

④「ICカードを利用」を 

 選択してください。 

⑤「次へ」をクリックしてください。 

平成23年分消費税の確定申告書 消費税 申告 2 国税商事 麹町 0 2012-

②署名を行うデータを選択

してください。 
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　①　「認証局サービス名」欄で電子証明書の発行認証局を選択してください。
　②　「次へ」ボタンをクリックしてください。

①電子証明書の発行認証局を選択してください。 

②「次へ」をクリックしてください。 

23 

①電子証明書の発行認証局を選択してください。 

②「次へ」をクリックしてください。 

23 
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　①　電子証明書の内容を確認してください。
　②　「OK」ボタンをクリックしてください。
　③　署名が完了したら「OK」ボタンをクリックしてください。

②「OK」をクリックしてください。 

①電子証明書の内容を確認してください。 

23 

②「OK」をクリックしてください。 

①電子証明書の内容を確認してください。 

③「OK」をクリックしてください。 

23 
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　５　消費税の確定申告書データの送信

　①　メニューボタン「送信」から「送信」を選択し、送信可能なデータを一覧表示させ
　　てください。
　②　送信を行うデータを選択してください。
　③　「送信」ボタンをクリックしてください。その後、受付システムへのログイン画面
　　が表示され、e-Taxの暗証番号を入力して「OK」をクリックします。

平成23年分消費税   消費税       申告            2 国税株式会社  麹町         1 

②送信を行うデータを選択してください。 

①「送信」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

　④　消費税の確定申告書データの送信が完了すると、受付システムから即時に送信結果
　　（即時通知）が通知されます。即時通知は必要に応じて、保存・印刷することができ
　　ます。
　⑤　消費税の確定申告書データを送信し、しばらくすると受付システムのメッセージ
　　ボックスに、受付結果（受信通知）が格納されるので、送信したデータにエラーが
　　ないか確認します。
　⑥　電子納税をご利用の方は、次頁（P18）にお進みください。納付情報登録依頼の作
　　成手続等を行います。

平成23年分消費税   消費税       申告            2 国税株式会社  麹町         1 

②送信を行うデータを選択してください。 

①「送信」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

③「送信」をクリックしてください。 

 その後、受付システムへのログイン 

 画面が表示され、e-Taxの暗証番号を 

 入力して「OK」をクリックします。 

送信(N) 
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　６　納付情報登録依頼データの作成

　①　メニューボタン「納付情報登録」から「納付情報登録依頼」を選択してください。
　②　一覧表示された申告の中から、納付情報登録依頼を行うものを選択してください。
　③　「参照作成」をクリックしてください。

①「納付情報登録依頼」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

平成23年分消費税の確定申告書        消費税   申告              2  国税商事      麹町            500,000  2012-

②参照作成を行うデータを選択してください。 

①「納付情報登録依頼」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

③「参照作成」をクリックしてください。 

平成23年分消費税の確定申告書        消費税   申告              2  国税商事      麹町            500,000  2012-

②参照作成を行うデータを選択してください。 
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　①　「納付情報登録依頼名称入力」画面が表示されますので、「申告・申請等名」欄に
　　任意の名称を入力してください。
　②　「OK」ボタンをクリックしてください。

①「申告・申請等名」欄に 

 任意の名称を入力してください。

納付情報登録依頼（平成23年分消費税の確定申告

②「OK」をクリックしてください。 

①「申告・申請等名」欄に 

 任意の名称を入力してください。

納付情報登録依頼（平成23年分消費税の確定申告
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　①　「納付情報登録依頼」画面が表示されます（参照元の申告内容の各項目に設定され
　　ている情報が自動的に表示されます。）ので、必要に応じて納付情報登録依頼を編集
　　してください。
　②　「作成完了」ボタンをクリックしてください。
　③　「メッセージ表示」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてくださ
　　い。

23 

23 

②「作成完了」をクリックしてください。 

①内容を確認してください。 

③「OK」をクリックしてください。 

23 

23 
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　７　納付情報登録依頼データの送信

　①　メニューボタン「送信」から「送信」を選択し、送信可能なデータを一覧表示させ
　　てください。
　②　送信を行うデータを選択してください。
　③　「送信」ボタンをクリックしてください。その後、受付システムへのログイン画面
　　が表示され、e-Taxの暗証番号を入力して「OK」をクリックします。

②送信を行うデータを選択してください。 

納付情報登録依頼 納付情報登録 申請・届出書 1 国税株式会社 麹町 0 

①「送信」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

②送信を行うデータを選択してください。 

　④　納付情報登録依頼データの送信が完了すると、受付システムから即時に送信結果
　　（即時通知）が通知されます。即時通知は必要に応じて、保存・印刷することができ
　　ます。
　⑤　納付情報登録依頼データを送信し、しばらくすると受付システムのメッセージボッ
　　クスに、受付結果（受信通知）が格納されます。
　　　受信通知には「納付区分番号」が通知されています。
　＊　受信通知にある「納付区分番号」等を用いて、ATMやインターネットバンキング等
　　から、電子納税を行います。詳しい解説は、「はじめよう！e-Tax～源泉所得税の納
　　付手続編～」をご参照ください。

②送信を行うデータを選択してください。 

納付情報登録依頼 納付情報登録 申請・届出書 1 国税株式会社 麹町 0 

①「送信」を選択し、 

 データを一覧表示させてください。 

③「送信」をクリックしてください。 

 その後、受付システムへのログイン

画面が表示され、暗証番号を入力して

「OK」をクリックします。 

②送信を行うデータを選択してください。 
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　（参考）　「消費税及び地方消費税の中間申告書」の作成

　＊　P5の「②帳票選択」において、「中間申告書（消費税及び地方消費税の中間申告
　　書）」を選択し、「申告申請等基本情報」を入力の上、「帳票編集」ボタンをクリッ
　　クしてください。
　①　必要な項目を入力してください。
　②　すべての入力が終了したら、「作成完了」ボタンをクリックしてください。

20 

20 

22 
22 

23 
23 

23 

23 

23 

　③　電子署名以降の手続については、P13「 作成完了」～をご参照ください。

　　「消費税及び地方消費税の中間申告書」の「納付情報登録依頼」についても、
   P18「６納付情報登録依頼の作成」にある③「参照作成」より作成できます。

①必要な項目を入力してください。 

②すべての入力が終了したら、 

 「作成完了」をクリックしてください。 

20 

20 

22 
22 

23 
23 

23 

23 

23 
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e-Taxホームページでは、利用開始の手続、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆Ａ）な

ど、e-Taxに関する情報についてお知らせしていますので、是非ご覧ください。

月曜日～金曜日の午前８時半から午後９時（祝日等を除く） 

  ※ 確定申告期等は利用可能時間が拡大されます。 

国税庁では、e-Tax・確定申告書等作成コーナーの操作に関する問い合わせに電話で対応する専用

窓口として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しています。 

（注）申告の内容に関してのご相談（税務相談）は、最寄りの税務署をご利用ください。

０５７０－０１５９０１（e－コクゼイ） 全国一律市内料金 

０３－５６３８－５１７１（PHSなどをご利用の場合） 通常通話料金

○ ヘルプデスクの受付時間 

   ・ 月曜日～金曜日（祝日等及び12月 29日～1月3日を除く。） 

午前9時～午後5時 

     ※ 確定申告期等は受付時間が拡大されます。

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

e-Taxホームページ

e-Taxの利用可能時間


