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印紙税の書式表示用申告書の 

作成から納付手続まで 

この一冊ですべて完了！！ 



はじめに・・・ 

本マニュアルは、国税電子申告・納税システム（e-Tax）で印紙税納税申告

書（書式表示用）を作成し、電子納税を行うまでの手順について説明したもの

です。 
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[参考]　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる納付（納付情報登録依頼データを作成し、送信します。）

３　ダイレクト納付

４　付録(送信済み申告データファイルを利用した申告データファイルの作成）

(3)　納付方法を選択し、電子納付手続を行います。

(2)　メッセージボックス内の納付区分番号通知を確認します。

１　e-Taxソフトを起動します。

２　印紙税納税申告書（書式表示用）を作成し、送信します。

(1)　印紙税納税申告書（書式表示用）データを作成します。

(3)　電子署名を付与した申告データを受付システムに送信します。

(2)　作成した申告データに電子署名を付与します。

(1)　作成済みの申告データを参照して、納付情報登録依頼データを作成します。
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１ e-Tax ソフトを起動します。 

メニューボタン《作成》を

クリックしてください。 
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２ 印紙税納税申告書（書式表示用）を作成し、送信します。 
(1) 印紙税納税申告書（書式表示用）データを作成します。 

イ 新規に作成する帳票を選択します。 

 「申告・申請等一覧」画面で、「新規作成」をクリックします。 

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。 

「新規作成(N)」をクリック

してください。 
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 作成する手続の種類と税目を選択します。 

 作成する帳票の年分を選択します。 

①「申告(S)」を選択してください。

①「平成 17 年 4 月以降申告分」を

選択してください。 

②「印紙税」を選択してください。

②「次へ(N)」をクリック

してください。 
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 「帳票選択」画面で「印紙税納税申告書（書式表示用）」を選択します。 

 作成する帳票に任意の名称を入力します。 

①「申告・申請等名」欄に

任意の名称を30文字以内で

入力してください。 

②「ＯＫ」をクリックして

ください。 

①□＋ をクリックしてください。 

②□をクリックし、帳票を

選択（□ﾚ ）してください。 

③「次へ(N)」をクリ

ックしてください。 
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ロ 「申告・申請等基本情報」へ基本情報を入力します。 

 提出先税務署を選択します。 

「提出先設定」をクリック

してください。 

①「税務署」を選択してください。

②「都道府県」を選択してください。

③書式表示の承認を受けた「税務署」

を選択してください。 

④「ＯＫ」をクリック

してください。 
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 必要な基本情報を入力します。 

※ 「カナ」は全角、「資本金」は半角数字（カンマ不要）で入力してください。 

 基本情報が利用者ファイルに登録され、登録完了のメッセージが表示されます。 

④「ＯＫ」をクリックしてください。

③入力内容を確認して、「ＯＫ」

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。

また、入力項目は、画面下側に続いてい

ますので、スクロールバーを移動させ、

（必須）を入力して下さい。 

②製造場等に課税文書の

作成場所・名称を入力して

ください。 
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ハ 帳票（印紙税納税申告書（書式表示用））を作成します。 

 入力項目（グレー表示）に必要事項を入力します。 

※ 入力項目をクリックして、数値を入力します（TAB ｷｰを押すと次の項目に移動します。）。

①帳票一覧から編集する

帳票を選択してください。

②「帳票編集(W)」をクリックし

てください。 

「□」をクリックする

と画面を大きくする

ことが出来ます。 

スクロールバーを下に移動

させ、画面の下側を表示し

入力をしてください。 

必要な項目を入力

してください。 
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（入力画面の続き） 

すべての入力が終了したら、

「作成完了(Z)」をクリック

してください。 
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(2) 作成した申告データに電子署名を付与します。

 「電子署名」アイコンを表示します。 

 電子署名を付与するデータを選択します。 

①「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。 

③「署名(G)」をクリ

ックしてください。 

②電子署名を付与するデータ

を選択してください。 

メニューボタン《電子署名》

をクリックしてください。 
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 電子証明書のメディアを選択します。 

 電子証明書の発行認証局を選択します。 

①電子証明書の発行認証局

を選択してください。 

②「次へ(N)」をクリック

してください。 

①電子証明書のメディア

を選択してください。 

②「次へ(N)」をクリック

してください。 



- 11 - 

 電子証明書の内容が表示されます。 

①電子証明書の内容を

確認してください。 

※ 掲載画面は、例示のた

め表示されていません。 

②「ＯＫ」をクリックしてく

ださい。 
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(3) 電子署名を付与した申告データを受付システムに送信します。 

イ データを送信します。 

 送信を行うデータを選択してください。 

 送信確認のメッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックしてください。 

  送信前チェック処理が行われ、エラーがある場合にはエラー内容が表示されますので、

帳票編集画面（７ページ）に戻って訂正してください。 

②送信するデータを

選択してください。 

①「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。 

③「送信(N)」をクリックし

てください。 

メニューボタン《送信》を

クリックしてください。 
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 受付システムにログインされていない場合には、以下のとおり受付システムへのログイ

ン画面が表示されますので、利用者識別番号等を入力しログインしてください。 

 申告書の送信が開始され、送信状況が表示されます。 

 送信が完了すると、即時通知が表示されます。 

即時通知の内容を

確認してください。

②「ＯＫ」をクリック

してください。 

①「暗証番号」を入力

してください。 
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 即時通知を保存する場合には、保存を選択してください。 

 保存先を指定します。 

「保存(V)」をクリック

してください。 

①保存先（任意の場所）を

指定してください。 

②ファイル名を入力

してください。 

③「保存(S)」をクリックします。

「即時通知結果」画面に戻り

ますので、「ＯＫ」をクリック

してください。 
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ロ 受付結果を確認します。 

 詳細表示をクリックすると、署名検証結果・証明書情報が表示されます。 

 受付結果が表示されます。 

○○税務署 

2000190201200223 

国税商事株式会社 

******************* 

******************* 

①メニューボタン《メッセージボ

ックス》から「メッセージ ボッ

クス」を選択し、メッセージ一覧

を表示させてください。 

②確認するメッセージを

選択してください。 

③「詳細表示(N)」をクリック

してください。 

内容（改ざんされていないこと

など）を確認して、「ＯＫ」を

クリックしてください。 

メッセージの詳細を確認

してください。 

必要に応じて印刷・保

存が出来ます。 
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３ ダイレクト納付 

○ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、簡単な操作で届出をした預貯金口座から

の振替により、即時又は指定した期日に納付することができる電子納税の納付手段です。  

 メッセージ詳細（受信通知）画面で、「ダイレクト納付」をクリックします。 

※ ダイレクト納付ボタンの有効期間は、申告等データ又は納付情報データの送信日から２ヶ月間 

です。 

 ダイレクト納付確認画面が表示されます。 

《即時納付を選択する場合→次ページに進む》《期日指定を選択する場合→19 ページに進む》 

○○税務署 

2000190201200223 

国税商事株式会社 

******************* 

******************* 

ダイレクト納付を利用する場合には、

「ダイレクト納付(G)」をクリックして

ください。 

届出された預貯金口座の内容と納

付内容を確認し、誤りがないこと

を確認します。 
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《即時納付》 

 「今すぐ納付を行う。」にチェックを入れて「ＯＫ」をクリックします。 

 確認メッセージが表示されます。 

 納付処理が行われます。 

① ｢今すぐ納付を行う。(A)」

を選択してください。 

② 「ＯＫ」をクリックしてく

ださい。 

内容を確認し「はい(Y)」をク

リックしてください。 
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 メッセージ詳細（受信通知）画面が表示されます。  

即時納付された場合は、「ダイレクト納付完了（又はエラー）通知」がメッセージボックスに格納

されます。 

  メッセージの確認方法については、20 ページまで進んでください。

  なお、指定日当日でも時間帯によっては納付が完了していない場合があります。その場合、一定時

間経過後、再度確認してください。 

○○税務署 

国税商事株式会社 

2000190201200223 

**************** 

②メニューボタン《メッセージ

ボックス》から「メッセージボ

ックス」を選択し、メッセージ

一覧を表示させてください。 

① メール詳細のメッセージが「引き落と

し処理中」へと変更されますので、内

容を確認してください。 

ダイレクト納付の利用に当たって・・・ 

 ダイレクト納付を利用する場合は、ダイレクト納付のサービスを提供する金融

機関に預貯金口座を所有し、税務署に「ダイレクト納付利用届出書」（様式：e-Tax

ホームページで作成可能）を書面で提出している必要があります。 

 ダイレクト納付が利用可能となるのはメッセージボックスに｢ダイレクト納

付登録完了通知｣が格納されてからになります。 

 届出書を提出してから利用可能になるまで、約１ヶ月かかります。 
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《期日指定》 

 「納付日を指定して納付を行う。」にチェックを入れて納付日を入力し、「ＯＫ」をクリックし

ます。 

※ 指定できる期日は、申告当日を除き法定納期限までになります。法定納期限当日や期限後に申

告等データを送信する場合は期日指定ができませんので、即時納付を利用してください。 

 確認メッセージが表示されますので、｢はい｣をクリックしてください。 

 メッセージ詳細（受信通知）画面が表示されます。 

※ 納付指定日の午前中に必ずメッセージボックスから納付状況を確認してください。

平成21年３月

15,000円納付金額

① 「納付日を指定して納付

を行う。(B)」を選択して

ください。 ③ 「ＯＫ」をクリックしてください。

②納付期日を選択してください。 

納付日が正しく指定されているこ
とを確認します。  

納付指定日の朝に登録口座から振
替処理が行われます。  
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 納付指定日にメッセージボックスに、ダイレクト納付完了通知が格納されます。そのメッセー

ジを選択し、「詳細表示」をクリックします。 

 受付結果に付与された電子証明書情報などが表示されます。 

 メール詳細に引き落とし完了のメッセージが表示されます。 

①確認するメッセージを選択してくだ

さい。 

②｢詳細表示｣をクリックしてください。 

内容を確認して｢ＯＫ｣をクリック

してください。 

完了していることを確認してく

ださい。 
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［参考］インターネットバンキングによる納付（納付情報登録依頼データを作成し、送信します。） 

（1）作成済みの申告データを参照して、納付情報登録依頼データを作成します。 

  ※ 「納付情報登録依頼データの作成・送信」とは、電子納税を行うための事前手続です。 

   申告データの送信とは異なりますので、ご注意ください。 

 納付情報登録が可能な申告一覧を表示させます。 

 作成する納付情報登録依頼データに任意の名称を入力します。 

②納付情報登録依頼を行う

申告データを選択してくだ

さい。 

③「参照作成(R)」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。 

②「ＯＫ」をクリックして

ください。 

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、納付情報登

録依頼可能申告一覧を表示

させてください。 
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 納付情報登録依頼データが表示されます。 

 納付情報登録依頼データが作成されました。 

 メニューボタン《送信》をクリックし、「送信可能一覧」から送信するデータを選択して   

受付システムへ送信してください(12 ページ参照）。 

①申告データに入力した月分

（７ページ参照）の期間を

入力し、内容を確認してくだ

さい。 

②「作成完了(Z)」をクリック

してください。 

メッセージが表示されますので、内容を

確認し「ＯＫ」をクリックしてください。
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(2) メッセージボックス内の納付区分番号通知を確認します。 

 納付区分番号通知に付与された電子証明書情報などが表示されます。 

 納付区分番号通知確認画面が表示されます。 

③「詳細表示(N)」ボタンを

クリックしてください。 

②確認するメッセージ

を選択してください。 

内容を確認して、「ＯＫ」を

クリックしてください。 

①メニューボタン《メッセージ

ボックス》から「メッセージボ

ックス」を選択し、メッセージ

一覧を表示させてください。 
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(3) 納付方法を選択し、電子納付手続を行います。 

 「インターネットバンキング」ボタンをクリックした場合の確認メッセージ画面 

  ※ 金融機関のホームページ内の指示にしたがって、納付の手続をします。 

メッセージを確認し

「ＯＫ」をクリックし

てください。 

ＡＴＭ等から納付する場合に

は、「印刷(P)」をクリックし、

「納付区分番号通知」を 印刷

し、使用してください。 

インターネットバンキングを利用する

場合には、「インターネットバンキング

(N)」をクリックしてください。 
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４ 付録(送信済み申告データファイルを利用した申告データファイルの作成）

印紙税納税申告書は、毎月申告されている方が多いと思われます。毎月作成する申告書には共

通する事項が多く、既に送信した申告データファイルを使用することにより入力を省略すること

が出来ます。 

そこで、既に送信した申告データファイルを利用して、新しい月分の申告データファイルを作

成する方法を紹介します。 

 既に送信した申告データファイルを選択します。 

 帳票一覧が表示されるので、編集する帳票を選択します。 

①編集する帳票を

選択してください。 

②「帳票編集(W)」をクリック

してください。 

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送信した申告データファイル

を選択してください。 

③「帳票一覧(R)」をクリック

してください。 



- 26 - 

新しい月分の申告内容を入力します。 

 新しい申告・申請等名を入力します。 

②「別名で保存(V)」をクリック

してください。 

①「申告・申請等名」欄に

新しい名称を 30 文字以内

で入力してください。 

②すべての入力が終了したら、

「作成完了(Z)」をクリック

してください。 

①月分や数量など、新しい月

分の申告内容を入力します。 

※ 提出年月日の訂正

は、28ページ参照。 
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 メッセージを確認します。 

 新しい申告データファイルが作成されました。 

平成21年3月分の申告データ

ファイルに付与されていた電

子署名が削除されました。 

「ＯＫ」をクリックしてくだ

さい。 
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 申告データファイルに記載された提出年月日を修正します。 

新しい申告データファイルを選択し、「帳票一覧」画面で「基本情報変更」をクリックします。 

 新たな提出年月日を入力します。 

※ 作成した申告データファイルに問題がなければ電子署名を付与し、送信してください（9 ペー

ジ以降参照）。 

「提出年月日」を入力

してください。 

「基本情報変更(B)」をクリック

してください。 





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


