
現行体系
業務名（Lv0）

国税関係業務
0.9

作成者 1
──
1

情報システム関連図
資料番号 版数 日付

国税関係システム

国税総合管理システム

売買実例
情報

統
計
情
報

賦
課
情
報

財
産
評
価
情
報

財
産
評
価
情
報

訴訟等情報

納税者基本情報
納税者基本情報

納税者基本情報

賦課情報

賦課情報

賦課連絡情報
（徴収決定情報等）

賦課情報

徴収情報

金
融
機
関
情
報

滞納・収納等
情報

納
税
者
基
本
情
報

納
税
者

基
本
情
報

債権管理情報

徴収情報

資
料
情
報

納税者基本情報
課税事績情報

賦
課
情
報

申告情報
申請情報
納付情報

納税証明書情報
納税者管理情報

職員情報
プレプリント情報

金融機関情報

処分情報
異動情報

接触事績還元情報
返戻事績還元情報

申告書

申告情報
申請情報

納税証明書情報

申告書
申請書

申告書

申告情報

情報提供

納税者基本情報
課税事績情報

認証情報手数料情報納付情報

還付振込情報
口座引落し情報

申告書

催告

情報システム

納税者基本情報

納
税
者
基
本
情
報

納税者基本情報

国税電子申告・納税
システム

（ｅ－Ｔａｘ）

確定申告書等
作成コーナー

タッチパネル方式による
所得税確定申告書

作成システム

源泉所得税
還付金（個人）システム

集中電話催告システム

タックスアンサー
システム

国税局OAセンタシステム

マルチペイメント
ネットワーク

（MPN）

歳入金電子納付
システム
（REPS）

GPKI 各種金融機関

納
税
者

情報

鑑
定
情
報

資料情報

資料情報

金融機関情報

賦課情報

他府省
地方公共団体

納税者基本情報
課税事績情報

統計情報
給与・年金情報

決議情報税務相談システム

企画システム

総務システム

厚生システム

会計システム

人事システム

所得税・消費税
システム

法人税・消費税
システム

資産税システム 源泉所得税システム

鑑定システム

間接諸税システム

財産評価システム 資料調査システム 審理室システム

査察システム

債権管理システム

徴収システム

業務管理情報システム 納税者情報管理システム

酒税システム

非課税貯蓄限度額
管理システム

金
融
機
関
情
報

課税事績検索システム

調査課システム



1
1

情報提供元情報システム 情報提供先情報システム 連係情報 個人情報 機密性 完全性 可用性 重要性分類
国税総合管理システム － 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

納税証明書 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
納税者基本情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
職員情報 有 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
プレプリント情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
金融機関情報 有 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
処分情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
異動情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
納税者基本情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
課税事績情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

他府省 統計情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
地方公共団体 給与・年金情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

還付振込情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
口座引落し情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

国税電子申告・納税システム － 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
申告情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
申請情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
納付情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

ＧＰＫＩ 認証情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
集中電話催告システム － 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

接触事績情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
返戻事績情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

源泉所得税還付金（個人）システム － 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
国税総合管理システム 申告情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
国税局ＯＡセンタシステム － 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

納税者基本情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
課税事績情報 有 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

国税局ＯＡセンタシステム
地方公共団体

源泉所得税還付金（個人）システム

国税電子申告・納税システム
国税総合管理システム

集中電話催告システム
国税総合管理システム

国税総合管理システム
電子申告・納税システム

集中電話催告システム

国税局ＯＡセンターシステム

各種金融機関

現行体系 情報資産評価表
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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参照・更新パターン
登録確認事務 登録引継情報作成 更新
利用者管理事務 電子申告利用者情報登録更新処理 更新

基本情報異動処理 更新
汎用あて名ワッペン出力 参照
関係者情報登録 更新
関係者情報検索・照会 参照

転出入・納税地指定 基本情報転出入処理 更新
新名簿情報検索 参照

異動事績情報検索 参照
異動履歴情報検索 参照
基本情報照会 参照
異動事績情報照会 参照
異動履歴情報照会 参照
住所対象者抽出リスト出力 参照
住所対象者基本情報一括更新 更新
管轄変更処理 更新
署内全国登録（登録確認） 更新
署内登録・一件別（登録確認） 更新
署内登録・バッチ別（登録確認） 更新
署内登録・バッチ別 更新
バッチ別（登録確認） 更新
バッチ別（登録） 更新
処理端末照会（未更新） 参照
全国登録（登録確認） 更新
変更 更新
訂正 更新
自動全国登録 参照
補完入力 更新
口座取消（一括） 参照
口座廃止 更新
口座取消 更新
全国登録取消 更新
納税地外登録確認 更新
納税地併合確認 更新
納税地併合確認取消 更新
納税地併合実施 更新
納税地併合取消（個別事績） 更新
併合確認済者リスト編集 参照
納税者索引簿編集 参照
事業所等管理納税者名簿 参照
納税管理人名簿編集 参照
地域別納税者名簿（その１）編集 参照
地域別納税者名簿（その２）編集 参照
申告者リスト兼選定表編集 更新
個別情報入力 更新
Ａ入力 更新
Ｂ入力 更新
Ｃ入力 更新
転出業務 更新
転入業務 更新
転入通報書作成（連記） 更新

名簿検索・照会

システム名 システム機能

基本情報異動事務

関係者情報異動事務

国税総合管理（ＫＳＫ）システム 納税者情報管理 納税者情報管理

住居表示変更

所得税・消費税 所得税 納税者管理

転出入

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9
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連記登録情報出力（ＯＣＲ等） 更新
転入通報一括作成受付 更新
転出入個別照会・整理簿編集 参照
簡易転出入対象者抽出 更新
大口資産家抽出基準入力 更新
大口不動産所得者抽出基準入力 更新
大口資産家等入力 更新
大口不動産所得者入力 更新
選定基準該当者名簿編集 参照
大口資産家管理簿編集 参照
継続管理事案名簿編集（特定用） 参照
継続管理事案名簿編集 参照
大口資産家関係人名簿編集 参照
オーナーグループ 参照
農業所得者情報入力 更新
所属組合情報入力 更新
所属組合加入者情報入力 更新
農業所得者名簿編集 更新
畜産業所得者名簿編集 参照
農業・畜産業所得者管理簿編集 参照
特殊経営農家管理簿編集 参照
新規見込者選定入力 更新
新規見込者削除入力 更新
新規納税者名簿編集 更新
お尋ね文書用ワッペン編集 更新
お尋ね文書回答事績入力 更新
申告書発送用ワッペン編集 更新
新規納税者把握 更新

適正申告のしょうよう 適正申告のしょうよう事績入力 更新
相談対象者抽出条件入力 更新
個人カード一括出力順序入力 更新
署相談対象者名簿等編集 更新
相談対象者入力 更新
資料情報カード（個人）編集 更新
納税相談担当有無設定 更新
納税相談事績入力 更新
納税相談対象者抽出 更新
個人カード一括出力（納税相談用） 参照

説明会等 記帳制度適用者名簿編集 更新
新規入力（コード）Ａ・Ｅ１ 更新
新規入力（コード）Ｂ・Ｃ・Ｄ１ 更新
新規入力（項目）Ａ・Ｅ１ 更新
新規入力（項目）Ｂ・Ｃ・Ｄ１ 更新
新規入力・修正訂正（コード） 更新
新規入力・修正訂正（項目） 更新
訂正・削除入力（コード） 更新
訂正・削除入力（項目） 更新
事績強制入力（コード） 更新
事績強制入力（項目） 更新
新規（コード）Ａ・Ｅ／電子 更新
新規（コード）Ｂ・Ｃ・Ｄ／電子 更新

特定納税者管理

その他納税者管理

新規納税者の把握

確定申告期の納税相談

確定納税額処理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
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国税関係業務

資料番号 版数
0.9
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新規（項目）Ａ・Ｅ／電子 更新
新規（項目）Ｂ・Ｃ・Ｄ／電子 更新
新規・修正訂正（コード）／電子 更新
新規・修正訂正（項目）／電子 更新
訂正・削除（コード）／電子 更新
訂正・削除（項目）／電子 更新
事績強制（コード）／電子 更新
事績強制（項目）／電子 更新
基本エラー事績補正等入力 更新
削除入力（再更新処理） 更新
済事績等新規入力（Ｄ２） 更新
済事績等新規入力（Ｅ２） 更新
済事績等新規入力（訂正申告） 更新
済事績等訂正・削除入力 更新
済事績等強制入力 更新
還付審査済入力（債権連絡処理） 更新
バッチ別件数表等（申告書） 参照
基本エラー等処理結果リスト編集 参照
基本エラー等（申告書）編集 参照
不突合リスト（申告書） 更新
訂正・削除データ一覧表編集 更新
誤り連絡せん（申告書）編集 更新
誤り連絡せん個別編集 更新
還付審査済入力結果一覧表等編集 更新
還付連絡未済バッチ別件数表編集 更新
還付連絡未済者一覧表覧表編集 更新
新規入力（決算書等） 更新
訂正・削除入力（決算書等） 更新
新規入力／電子 更新
訂正・削除入力／電子 更新
基本エラー事績補正入力 更新
バッチ別件数表（決算書等 更新
基本エラー処理結果リスト編集 参照
基本エラー等（決算書等）編集 更新
不突合リスト（決算書等） 更新
誤り連絡せん（決算書等）編集 更新
課税台帳索引対象者新規入力 更新
課税台帳索引対象者訂正削除入力 更新
課税台帳索引データ一括送信 更新
集計年月変更 更新
要申告審理対象者入力 更新
関連チェックリスト編集 更新
個人課税台帳索引編集 更新
課税台帳索引簿編集 更新
台帳番号検索簿編集（その１） 参照
台帳番号検索簿編集（その２） 参照
集計年月一括変更 更新
申告書外部入力データ更新 更新
済事績課検引継 参照
申告書入力件数把握 参照
高額所得者カード編集 更新公示事務
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高額所得者名簿編集 更新
公示者名簿編集 更新
公示該当者名簿編集 更新
高額者・公示該当者件数表編集 更新
公示該当者件数表 更新
基準金額設定・名簿編集 更新
高額所得者名簿（基準金額）編集 更新
特定業種該当者件数表編集 更新
決裁済決議情報削除 更新
施行年月日解除 更新
通知書再出力 更新
更正決定等決議情報訂正入力 更新
更正決定等決議書出力（訂正） 更新
決裁事績入力 更新
更正決定等決議情報入力 更新
更正決定等決議書出力（個別） 更新
更正決定等決議書出力（一括） 更新
更正決定等通知書出力 更新
更正決定等決議事績入力 更新
マスタ更新 更新
入力済決議事績一覧表作成 参照
書留郵便受領証出力 更新
青色申告の取消事績入力 更新
通知書・名簿編集 更新
申請書等情報異動入力 更新
青色申請書情報入力 更新
青色申請書情報更新 更新
青白区分変換 更新
納税地外情報（起動） 更新
期限延長個別指定入力 更新
申請書等情報照会 更新
青色情報訂正・削除（移行） 更新
申請書等情報異動入力（電子） 更新
一括入力エラーリスト編集（電子 更新
申請書等情報照会／電子 更新
利用者識別番号等通知書 参照
納税管理人情報取得 更新
１２１・特農・平均課税名簿編集 参照
法１２１条該当者入力 更新
特別農業所得者該当者入力 更新
法１２１条該当者入力リスト編集 参照
特別農業所得者入力リスト編集 参照
補完記入対象者等リスト編集 参照
加除訂正指示リスト編集（一般） 参照
加除訂正指示リスト編集（特農） 更新
予定納税額異動事績入力 更新
予定納税額入力一覧表編集 参照
一括連絡 更新
異動連絡 更新
見直し未処理者リスト編集 更新
予定確定変換 更新

更正決定等決議

諸申請処理

予定納税額通知書等作成
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予定納税通知書作成 更新
青色決算書送付件数表編集 更新
補完対象者名簿編集（決算書） 更新
加除訂正指示リスト編集 参照
決算書あて名ワッペン編集 参照
プレプリント追加（除外）入力 更新
プレプリント除外入力者名簿編集 更新
収支内訳書送付件数表編集 参照
確定申告書送付件数表編集 参照
手書対象者名簿編集 参照
補完対象者名簿編集（所得申告書 参照
加除訂正指示リスト編集（申告書 参照
申告書等出力順序設定 更新
申告書特殊収支封入対象業種設定 更新
決算書付表封入対象業種設定 更新
決算書プレプリント 更新
所得申告書プレプリント 更新
電子引継データ作成（予定） 参照
個人事績照会 参照
個人情報検索 参照
個人カード対象者抽出基準入力 更新
個人カード対象者抽出基準入力 更新
個人カード一括出力順序入力 更新
個人カード個別編集 更新
分析カード（資料付）個別編集 更新
分析カード（資料無）個別編集 更新
個人カード対象者抽出基準入力 更新
対象者抽出（整理番号指定） 更新
対象者抽出（任意条件指定） 更新
対象者抽出（住所コード指定） 更新
個人管理簿編集 更新
業種番号別件数表編集 更新
市町村別件数表編集 更新
あて名ワッペン編集 更新
汎用名簿編集 更新
任意項目入力 更新
任意項目チェックリスト編集 参照
任意項目コード表編集 参照
抽出ファイル削除 更新
対象者抽出（任意条件指定）Ｆ 更新
個人管理簿編集Ｆ 更新
業種番号別件数表編集Ｆ 更新
汎用名簿編集Ｆ 更新
抽出ファイル削除Ｆ 更新
局別基準金額設定 更新
確定条件設定（申告書） 更新
確定条件設定（決算書等） 更新
確定条件設定（個別事案等） 更新
確定条件設定（資料情報） 更新
確定条件設定（抽出除外） 更新
確定条件設定一覧表編集 更新

プレプリント申告書等作成

個人情報検索・照会

個人カード等作成

業種別管理

申告審理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

ポイント設定一覧表編集 更新
グループ設定 更新
グループ別管理項目確認表編集 更新
分布状況確認表編集 更新
分布状況確認表（業種別）編集 更新
分布状況確認表（地域別）編集 更新
抽出除外者一覧表編集 更新
一次選定基準の入力（営庶業） 更新
一次選定基準の入力（業種番号） 更新
一次選定基準の入力（地域別） 更新
一次選定基準の入力（農業） 更新
一次選定基準の入力（その他） 更新
一次選定結果確認表編集 更新
二次選定事績入力（実地調査） 更新
二次選定事績入力（着眼調査） 更新
分析カード出力不要者入力 更新
分析カード出力不要者一覧表編集 更新
二次選定結果確認表（署全体） 更新
二次選定結果確認表（業種別） 更新
二次選定結果確認表（地域別） 更新
二次選定結果確認表（農業） 更新
要処理対象者名簿（営庶業） 更新
要処理対象者名簿（農業） 更新
要処理対象者名簿（その他） 更新
要処理対象者名簿（着眼調査） 更新
要処理対象者名簿（特別調査） 更新
要処理対象者の事績登録起動 更新
出力順序設定 更新
抽出条件設定 更新
その他所得者申告審理 更新
個人カード一括出力（申告審理用） 参照
申告審理 更新
処理区分入力 更新
実地調査交付事績等入力 更新
実地調査交付事案等照会 参照
実地調査事績管理訂正入力 更新
実地調査決議事績訂正入力（所得 更新
個人調査決議書編集（訂正分） 更新
実地調査事績整理簿編集 参照
決裁事績入力 更新
課税事績不突合リスト編集 更新
不突合事案処理区分入力 更新
実地調査対象者入力 更新
合計所得金額訂正 更新
実地調査事績管理入力 更新
実地調査決議事績入力 更新
個人課税事績チェックリスト編集 更新
個人調査決議書編集 更新
突合済事績補正 更新
年度末処理 更新
簡易事績訂正削除 更新

実地調査

事後処理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

簡易事績確認リスト編集 更新
簡易事績登録 更新
書類不備者抽出 更新
無申告者名簿編集 更新
着眼・事後処理対象者入力 更新
着眼・事後処理既未済整理簿編集 更新
二表未提出者名簿（索引入力分） 更新
着眼・事後処理事績票個別編集 更新
着眼・事後処理事績票一括編集 更新
あて名ワッペン編集 更新
着眼・事後処理事績登録 更新
調査等対象者照会 参照
対象者抽出（整理番号指定） 更新
対象者抽出（住所指定） 更新
対象者抽出（氏名指定） 更新
対象者抽出（屋号指定） 更新
対象者抽出（一括条件指定） 更新
簡易名簿照会 更新
資料情報カード出力者リスト編集 更新
資料情報カード編集 更新
資料情報カード・リスト編集 更新
分析カード編集 更新
出力条件設定（配当等一覧表） 更新
出力順序設定（海外取引活用） 更新
抽出条件設定（海外取引活用） 更新
配当報酬一覧表作成 参照
海外取引資料せん抽出 参照
納税証明書（その２）作成 更新
納税証明書番号払出し 更新
納税証明書その２作成電子 更新
納税証明書決裁入力電子 更新
補正処理（処理取消分） 更新
起動開始日入力 更新
起動開始日照会（割当処理） 更新
再処理（追加）署入力 更新
スケジュール照会 更新
局還元データ 参照
局還元データ課検引継 参照
課税期間情報訂正 更新
届出書等新規入力　個 更新
届出書等抹消入力　個 更新
個消費税届出履歴情報照会 参照
届出書等新規入力　個（電子） 更新
届出書等抹消入力　個（電子） 更新
届出書一括入力エラーリスト編集 更新
個消費税電子届出履歴情報照会 参照
消費新規課税事業者名簿編集 更新
消費新規課税事業者追加処理 参照
消費新規課税事業者抹消処理 参照
消費税免税対象者名簿編集 更新
消費課税事業選択休眠者名簿編集 更新

資料情報活用

納税証明書作成

共通・その他

データ還元

消費税 届出事績管理

新規課税事業者管理

免税対象者管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

マスターファイル照合表編集 更新
消費確定申告新規入力 更新
消費申告訂正削除入力 更新
消費中間一括決議書等編集 更新
消費確定申告新規入力／電子 更新
消費電子申告訂正削除入力 更新
基本エラー事績補正等入力 更新
削除入力（再更新処理） 更新
消費誤り連絡せん編集 参照
消費バッチ別件数表出力 更新
消費基本エラ－等処理結果リスト 更新
還付留保条件変更 参照
消費還付申告者名簿作成 更新
消費税課税台帳索引簿編集 更新
台帳番号検索簿編集（その１） 更新
台帳番号検索簿編集（その２） 更新
消費確定申告新規強制入力 更新
消費申告訂正削除強制入力 更新
消費確定申告新規強制入力／電子 更新
消費電子申告訂正削除強制入力 更新
消費税補完記入者名簿編集 参照
消費税中間申告書プレプリント 参照
個人消費申告書プレプリント 更新
電子引継データ作成（中間） 参照

しょうよう 確定申告書未提出者名簿編集 参照
消費税更正決定決議事績強制入力 更新
決裁済決議情報削除 更新
消費更正決定等施行年月日解除 更新
施行年月日入力（通知書再出力） 更新
消費更正決定等決議情報訂正入力 更新
更正決定等決議書出力（訂正分） 更新
決議決裁事績入力 更新
消費更正決定等決議情報入力 更新
更正決定等決議書出力（個別） 更新
更正決定等決議書出力（一括） 更新
施行年月日入力（通知書出力） 更新
消費更正決定等決議事績入力 更新
マスタ更新 更新
消費税入力済決議事績一覧表作成 参照

調査省略 年度末処理 更新
相法第58条通知書の入力 更新
資料カードの作成 参照
要処理事案の粗選定 参照
選定結果の確定入力 更新

申告事務 申告書入力 申告書の入力 更新
蓄積資料の活用 蓄積資料の活用 出力依頼の入力等 更新
調査管理事務 実地調査事績管理 実地調査事績の入力 更新

見込財産評価額の算出 更新
要処理事案選定 参照
資料カード等の出力 参照
登記名義の変更のお尋ね作成 参照

申告事績管理

申告書発送

決議書作成

資産税
（相続税）

要処理事案の管理事務 要処理事案の粗選定

資産税
（贈与税）

要処理事案の管理事務 要処理事案の選定

要照会事案の選定
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

買入れ資産のお尋ね作成 参照
照会回答入力 更新
名簿番号の付番等 更新
事務整理簿出力 参照

申告相談準備事務 来署依頼状等の出力 来署依頼状等の出力 参照
申告書入力 申告書の入力等 更新
申告審理事績書作成 申告審理事績書の出力 参照

見込財産評価額の算出 更新
要処理事案選定 参照
資料カードの出力 参照
譲渡者名簿番号の付番等 更新

各種名簿等の出力 譲渡者名簿の出力 参照
買受人照会書の出力 参照
申告案内状等の出力 参照
納税相談事績書の出力 参照

相談事績管理 納税相談事績の入力等 更新
申告事績管理 申告事績の入力 更新

申告審理結果の入力 更新
各種情報の出力 参照

調査管理事務 調査事績管理 調査事績の入力 更新
要処理事案選定 参照
資料カード等の出力 参照
名簿事績検索照会 参照
法人名簿検索・照会 参照

新名簿情報検索 参照
基本情報照会 参照
異動履歴情報検索 参照
異動履歴情報照会 参照
異動事績情報検索 参照
異動事績情報照会 参照
グループ情報検索 参照
グループ情報照会 参照
関係者情報検索 参照
関係者情報照会 参照

マスターファイル照合表作成 マスターファイル照合表作成 参照
法人情報照会 法人情報照会 参照

納税証明書作成（書面請求分） 参照
納税証明書作成（電子請求分） 参照
個人情報・照会 参照
個人情報検索 参照

滞納者の概況照会 滞納者の概況照会 参照
設立入力 更新
収益事業等情報入力 更新
転出入・納税地指定入力 更新
合併入力 更新
会社分割入力 更新
解散・除却入力 更新
その他異動入力 更新
住居表示等変更 更新
消費税関係異動入力 更新
見込み課税事業者等 更新

申告審理

事案の管理

申告相談事務

資産税
（山林所得）

要処理事案の管理事務 要処理事案の選定

資産税
（譲渡所得）

要処理事案の管理事務 要処理事案の選定

申告準備事務 申告案内

納税相談事務

申告審理事務

法人税・消費税 検索・照会 法人名簿等検索・照会

名簿検索・照会

グループ情報検索・照会

関係者情報検索・照会

納税証明書作成

個人名簿等検索・照会

把握・異動 異動事績入力
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

電子帳簿保存入力 更新
青色申告入力 更新
申告期限延長入力 更新
簡易課税入力 更新
課税期間特例入力 更新
課税売上割合に準ずる割合承認等 更新
整理簿作成 参照
収支計算書等事績照会 参照
注意書・お尋ね作成 参照
収支計算書事績入力 更新
利用者情報登録・照会 参照
再発行入力・通知書作成 参照
発送一覧表作成（再発行分） 参照
届出データ登録 更新
申請データ登録 更新

商業登記データ登録 商業登記データ登録 更新
グループ情報登録 更新
グループ情報更新 更新
グループ情報削除 更新
構成員情報登録 更新
構成員情報更新 更新
構成員番号替え 更新
構成員情報削除 更新

関係者情報入力 関係者情報入力 更新
基本形式法人名簿 参照
基本形式法人管理簿 参照
海外取引法人管理簿 参照
書面添付法人名簿 参照
法人グループ管理簿 参照
あて名ワッペン 参照
支店管理簿・自署本店法人分 参照
汎用あて名ワッペン 参照
候補者リスト作成 参照
対象法人選定参考資料作成 参照
表敬事績入力 更新
実況区分入力 更新

特定項目入力 特定項目入力 更新
オーナーグループ管理簿 オーナーグループ管理簿 参照
局一括管理 局一括管理 参照

中間申告事績更新リスト作成 参照
課税期間口座エラーリスト作成 参照

プレプリント申告書作成 プレプリント申告書作成 参照
ＯＣＲ業務（法人） 更新
ＯＣＲ業務（消費） 更新
法人税確定・中間（オフライン） 更新
法人税確定・中間（オンライン） 更新
消費税確定（オフライン） 更新
消費税確定（オンライン） 更新
法人税予定 更新
消費税中間・仮決算 更新
被合併 更新

申請事績等入力

収支計算書管理

電子利用者管理

電子届出・申請データ登録

法人管理 グループ情報入力

各種管理簿・名簿作成

優良申告法人管理

申告・決算 連結異動情報（消費税）

申告書新規入力
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

法人税退職年金 更新
法人特別税 更新
エラーデータ訂正・削除 更新
エラーデータ訂正・削除（電子） 更新
マスター訂正・削除 更新
電子区分補正（法人税） 更新
電子区分補正（消費税） 更新
ＯＣＲ業務（概況書） 更新
決算事績入力 更新
支店情報入力 更新
決算事績チェックリスト作成 参照

概況書未入力一覧表作成 概況書未入力一覧表作成 参照
同封要否区分入力 同封要否区分入力 更新

個別帰属額届出書入力 更新
個別帰属額マスタ訂正・削除 更新
個別帰属額被合併届出書入力 更新

申告書等返戻事績入力 申告書等返戻事績入力 更新
実調等粗選定 参照
一覧表に基づく帳票作成 参照
法人指定に基づく帳票作成 参照

準備調査表等作成 源泉チェック表作成 参照
実地調査事績入力 更新
その他事績入力 更新
決議事績入力 更新
源泉チェック表入力 更新
法人情報入力 更新
決議書等作成 参照
不正発見事績表等作成事務 更新
実地調査事績訂正（更新後） 更新
その他事績訂正（更新後） 更新
調査省略対象法人名簿作成 参照
調査省略除外（延期）法人入力 更新
調査省略除外（延期）法人削除 更新
実態確認調査表等一括作成 参照
消費税無申告確認事績個別入力 更新
消費税無申告確認事績複数件入力 更新

認定ＮＰＯ法人検索・照会 認定ＮＰＯ法人検索・照会 参照
申請事績入力（署） 申請事績入力（署） 更新
申請事績入力（局） 申請事績入力（局） 更新
事業報告入力（署） 事業報告入力（署） 更新
事業報告入力（局） 事業報告入力（局） 更新
異動入力 異動入力 更新
申請事績更新 申請事績更新 更新
一般事務整理簿作成 一般事務整理簿作成 参照
申告処理 申告処理 更新
課税調書作成 課税調書作成 参照
調査課送付内訳（期限内・中間） 調査課送付内訳（期限内・中間） 参照
調査課送付内訳（期限後・修正） 調査課送付内訳（期限後・修正） 参照

署所管法人処理事績事前チェック 更新
局所管法人処理事績事前チェック 更新
署所管法人処理事績等更新 更新

申告書訂正・削除

電子区分補正

決算事績等入力

個別帰属額等入力

調査・指導 選定

決議書入力・作成

調査省略・調査延期入力

無申告法人の実態確認調査表作成

認定ＮＰＯ法人管理

月次処理

処理事績事前チェック

処理事績等の更新
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

局所管法人処理事績等更新 更新
管理連絡件数表作成（申告用） 参照
管理連絡件数表作成（処理用） 参照
法人名簿 参照
除却法人名簿 参照
転出法人名簿 参照
あて名補完対象者名簿 参照
オフライン入力 更新
オフライン分・エラーリスト作成 更新
オフライン分・更新リスト作成 更新
オンライン入力 更新

年次処理管理 年次処理管理 更新
無所得決定延期法人入力 更新
無所得決定延期法人取消 更新
法人資料情報カード作成 参照
絞込み済法人資料情報カード作成 参照
源泉所得税資料情報カード作成 参照
諸税資料情報カード作成 参照
資料情報の照会 参照
索引情報の検索 参照
一般資料せん等の入力 更新
索引情報の入力 更新
特定資料保有法人抽出 参照
特定資料保有法人カード作成 参照
個別管理資料活用状況一覧 参照
個別管理資料入力詳細 更新
重要資料の個別管理 更新

特定信託名簿事績照会 特定信託名簿事績照会 参照
特定信託届出等入力 特定信託届出等入力 更新

特定信託申告入力 更新
特定信託エラーデータ訂正・削除 更新
電子区分補正（特定信託法人税） 更新

特定信託決議入力（更新） 特定信託決議入力（更新） 更新
管理連絡不要特定信託申告入力 管理連絡不要特定信託申告入力 更新
管理連絡不要特定信託決議入力 管理連絡不要特定信託決議入力 更新
特定信託マスターファイル照合表 特定信託マスターファイル照合表 参照

連結グループ一覧照会 参照
連結親子法人明細 参照
グループ内異動履歴照会 参照
連結申告事績照会 参照
加入・離脱事績照会 参照
連結帳票作成 参照
連結納税証明書作成(書面請求） 参照
連結納税証明書作成(電子請求） 参照
連結グループ整理番号付番 更新
連結納税承認申請入力 更新
連結納税審査結果入力 更新
連結申告期限延長承認入力 更新
完全支配関係を有する旨の入力 更新
承認みなし取消入力（グループ） 更新
承認みなし取消（個別） 更新

管理連絡件数表作成

年次処理 名簿作成

基本簿書照合表入力

無申告法人調査延期入力

資料情報 資料情報カード作成

資料情報等の検索・照会

資料情報等の入力

特定資料保有法人

個別管理資料の入力等

署特定信託入力

特定信託申告入力

連結納税 連結照会

連結申請
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

連結申告書入力 更新
連結マスタ訂正・削除 更新
個別帰属額等の登録確認帳票作成 参照
連結グループ進捗管理 更新
連結グループ決議書入力・作成 更新
連結申告処理 更新
連結処理事績等の更新 更新
連結管理連絡件数表作成 参照
連結事業年度別情報訂正 更新
管理連絡等不要処理 更新

局施策設定 局還付保留条件設定 更新
署還付保留条件設定 署還付保留条件設定 更新
電子利用者整理番号変更 電子利用者整理番号変更 更新
ダイヤルイン番号入力 ダイヤルイン番号入力 更新

登録引継情報削除 更新
合併処理取消 更新
分割処理取消 更新
分割無効処理取消 更新
設立・被合併事績削除 更新
基本情報異動 更新
併合処理 更新
事業年度別情報訂正 更新
課税期間情報訂正 更新
異動事績削除 更新
異動事績更新 更新
異動申告連絡情報作成 更新
合併情報作成 更新
合併適格等情報訂正 更新
分割情報訂正 更新
申告書新規入力 更新
申告書マスター訂正・削除 更新
実地調査事績入力 更新
その他事績入力 更新
署所管法人決議事績入力 更新
局所管法人決議事績入力 更新
実況判定項目の入力 更新
決議書等作成 更新
処理事績更新（署所管） 更新
処理事績更新（局所管） 更新
法人特別税決議事績更新 更新
施行（処理）年月日の解除 更新
一括変更条件設定 更新
一括変更除外入力・一括更新 更新
申請事績入力 更新
事業報告書入力 更新
不服申立事案処理 更新
事案削除処理 更新
事案別帳票出力 参照
不服申立事案照会 参照
業務管理情報照会 参照
業務管理帳票編集 参照

連結申告・決算

連結調査・指導

連結月次処理

連結システム保守

システム保守

データベース保守

管理連絡等不要処理

実況区分一括訂正

認定NPO法人保守

不服申立 不服申立事案管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

事案併合処理 更新
事案移管処理 更新

不服申立人等異動情報照会 不服申立人等異動情報照会 参照
署事案 更新
署事案（簡易事案一覧表編集） 更新
文書登録処理 更新
文書変更処理 更新
文書削除処理 更新

新名簿情報検索 更新
基本情報照会 参照
異動履歴情報検索 参照
異動履歴情報照会 参照
異動事績情報検索 参照
異動事績情報照会 参照
グループ情報検索 参照
グループ情報照会 更新
関係者情報検索 参照
関係者情報照会 更新
名簿項目 更新
納付事績 更新
未納状況 更新
整理番号指定 更新
抽出条件指定 更新

基本簿書作成 更新
個人情報開示書作成 更新
索引簿作成 更新
滞納者の概況照会 参照

登録確認 更新
署内登録確認 更新
全国登録確認 更新
登録引継情報一覧 更新
全国登録の取消 更新
異動入力 更新
説明会の出席状況入力 更新
転出処理 更新
転入処理 更新
転入処理 更新
転出入（登録確認） 更新
転出入情報一覧検索 更新
転出入情報個別照会 参照
転出通報書作成 更新
指定地域徴収義務者一覧表作成 更新
法定納期限延長入力 更新
法定納期限延長取消入力 更新

基本ＭＩＳ引継 参照
抽出条件入力（新規） 更新
把握対象者ファイル作成（新規） 更新
担当者名等入力（新規） 更新
整理簿作成（新規） 更新
照会文書発送不要者入力（新規） 更新
整理簿表示（新規） 参照

調査簿（随時分）作成

名簿検索・照会

グループ情報検索・照会

関係者情報検索・照会

調査簿照会

異動

個人徴収義務者の把握等

源泉所得税 検索・照会

把握・異動

不服申立事案簡易処理

審理室関係文書テキスト処理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

整理簿訂正（新規） 更新
照会文書作成（新規） 更新
回答情報入力（新規） 更新
回答情報削除（新規） 更新
登録処理（新規） 更新
事績集計表作成（新規） 更新
抽出条件入力（個人） 更新
把握対象者ファイル作成（個人） 更新
担当者名等入力（個人） 更新
整理簿作成（個人） 更新
照会文書発送不要者入力（個人） 更新
整理簿表示（個人） 参照
整理簿訂正（個人） 更新
照会文書作成（個人） 更新
回答情報入力（個人） 更新
回答情報削除（個人） 更新
登録処理（個人） 更新
事績集計表作成（個人） 更新
抽出条件入力（法人） 更新
把握対象者ファイル作成（法人） 更新
担当者名等入力（法人） 更新
整理簿作成（法人） 更新
照会文書発送不要者入力（法人） 更新
整理簿表示（法人） 参照
整理簿訂正（法人） 更新
照会文書作成（法人） 更新
回答情報入力（法人） 更新
回答情報削除（法人） 更新
登録処理（法人） 更新
事績集計表作成（法人） 更新
納特申請書入力 更新
納期延長届出書入力 更新
兼用届出書入力 更新
納特決裁結果等入力 更新
納特見直し対象者リスト作成 更新
前事務年度分作成 更新

新分作成 更新
納期特例情報入力 更新

他署納付者管理簿作成 更新
法人成り法人名簿作成 更新
法人成り個人名簿作成 更新
利用者情報登録・照会 更新
再発行入力・通知書作成 更新
発送一覧表作成（再発行分） 更新
バッチ管理情報入力（税額有分） 更新
バッチ管理情報入力 更新
徴収高計算書等入力（ＯＣＲ） 更新
要解明計算書リスト作成 更新
要解明計算書振替訂正 更新
納付事績訂正削除 更新
納付事績整理番号訂正 更新

法人非継続徴収義務者の見直し

納期特例

法人成り名簿作成

電子利用者管理

納付管理 徴収高計算書管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

科目更正対象選択入力 更新
科目更正集計表作成 更新
引継計算書作成 更新
引継計算書確認リスト作成 更新
引継決議書作成 更新
引受計算書確認リスト作成 更新
引受計算書事績登録 更新

徴収高計算書一覧表作成 更新
エラー態様別件数表作成 更新

加算税賦課決定情報入力 更新
加算税決議書・不徴収決議書作成 更新
決議補正情報入力 更新
加算税賦課決定通知書作成 更新
管理連絡処理 更新

加算税賦課決定対象義務者ＤＢ作成 更新
還付等受理事績入力 参照
還付等処理事績入力 参照
還付等事績訂正 参照
還付等事績取消 参照
還付金集計表作成 参照
一般事務整理簿（還付）照会作成 参照

支払確定情報引継 参照
支払確定情報新規 更新
支払確定情報訂正 更新
支払確定情報削除 更新

徴収義務者名簿（人事院照覧）作徴収義務者名簿（人事院照覧）作成 参照
形式的未納者リスト作成 更新
形式的未納参照・訂正 更新
未納の状況作成 更新
未納者リスト作成 更新
指導担当者設定入力 参照
納付照会ハガキ作成 更新
自主納付予定者入力 参照
納付指導件数表作成 更新
配当・役員賞与照会リスト作成 更新
配当・役員賞与担当者設定入力 参照
配当等照会書作成 更新
ホステス等未納者リスト作成 更新

納期限のお知らせハガキ作成 更新
連絡せん登録 参照
連絡せん訂正 参照
連絡せん削除 参照
扶養控除等是正通知書等作成 参照
回答書入力 参照
扶養控除等是正整理簿照会 参照
扶養控除等是正整理簿作成 参照
扶養控除等是正整理簿集計結果作成 参照
扶養控除等是正整理簿翌期繰越 参照
納付期限のお知らせ作成 更新
プレプリント徴収高計算書作成 更新
計算書汎用プレプリント作成 更新

支払確定情報

加算税賦課決定

過誤納還付

支払確定情報入力

納付指導

扶養控除等是正

その他指導

指導
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

年末調整計算 参照
再年末調整計算 参照
給与・賞与の上積み計算 参照

納付指導情報入力 参照
法人決算書情報引継処理 参照
法人決算書引継 更新
個人決算書引継 更新
個人決算書引継（所得ＤＢアンロード） 参照

整理番号指定 更新
チェックＩＤ指定 更新

給与抽出ＤＢ引継処理 更新
調査簿分析 更新

義務者サマリーファイル作成処理 参照
義務者サマリーファイル作成 更新
整理番号指定 参照
抽出条件指定 参照
出力順序条件入力 参照
汎用義務者名簿作成 更新
あて名ワッペン作成 更新
ハガキ作成 更新
抽出条件一覧表作成 更新

汎用あて名ワッペン作成 更新
支店徴収義務者名簿作成 更新
プレプリント徴収高計算書作成 更新
あて名ワッペン作成 更新
あて名補完対象者リスト作成 更新

決議書・調査事績書入力 参照
義務者管理情報入力 参照
納付指導情報入力 参照
公益法人等管理情報入力 参照
調査課法人情報引継処理 参照
訂正決議書・調査事績書入力 参照
決議書・調査事績書等作成 更新

特殊文書発送件名簿作成 参照
通知書（当初）作成 更新
通知書（訂正）作成 更新

調査事績書のみの処理日入力 参照
事績等登録 更新
徴収表示監視処理 参照
入力表選択 参照
申告状況照会 参照
データリスト作成 参照

法人資料情報カード作成 更新
絞込み済法人資料情報カード作成 更新
源泉所得税資料情報カード作成 更新
諸税資料情報カード作成 更新
未把握法人カード作成条件設定 参照
未把握法人資料情報カード作成 参照
特定資料保有法人検索 参照
源泉所得税資料情報リスト作成 参照
資料情報の照会 参照

調査

チェック表兼入力表作成

調査選定

決議書・調査事績書

決議データの更新
加算税賦課決定等通知書作成

限度額管理

資料情報 資料情報カード作成

資料情報等の検索・照会
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

生年月日検索 参照
索引情報の検索 参照
法定調書合計表の照会 参照
ＯＣＲ業務（１０１資料） 参照
ＯＣＲ業務（１０４資料） 参照
資料情報の入力 参照
資料情報の補正 参照
一般資料せん等の回報事績入力 参照
重要資料の活用事績入力 参照
重要資料せん活用事績表作成 参照
索引情報の入力 参照
索引情報の補正 参照
収集事績入力 更新
活用事績入力 更新
異動事績等入力 更新
照会 更新
検索（連結・同族法人資料） 更新
特定資料抽出リスト作成 更新
特定資料カード作成 更新
登録 参照
活用状況一覧表照会 参照
活用事績入力 参照
部門変更 参照
削除 参照
事故資料の登録 参照
事故資料の解明事績の入力 参照
事故資料対象者の検索 参照

資料情報リスト作成 参照
処理状況報告書その２ 参照
処理状況報告書その４ 参照
金融機関等の業態別店舗数入力 参照

ＤＢ削除（基本削除） ＤＢ削除（基本削除） 更新
ＤＢ再編成 ＤＢ再編成 更新
暦年度切替 暦年度切替 更新
事務年度切替 事務年度切替 更新
ＤＢ削除（事績削除） ＤＢ削除（事績削除） 参照

説明会の出席状況入力 参照
支払確定情報入力 更新
未納決議書入力 更新
徴収高計算書等入力 更新
調査簿照会（納付決定事積） 参照
調査簿照会（未納月） 更新

事案初期登録 参照
異議申立書補正 参照
審理計画登録 参照
課税経過情報登録（変更） 参照
推計基礎情報登録（変更） 参照
推計経過情報登録（変更） 参照
処理事績情報登録（変更） 参照
事案情報変更 参照
完結情報登録 参照

報告統計

間接処理

資料情報等の入力

特定資料抽出

個別管理資料の受払管理

事故資料の処理

不服申立てに関する事務 不服申立事案管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

事案削除処理 参照
異議申立形式審理表 参照
総代互選命令書 参照
あわせ審理通知書 参照
審査請求同意の求め通知書 参照
教示書 参照
異議審理表（編集） 参照
不服申立て等連絡せん 参照
不服申立て等処理済連絡せん 参照
不服申立事案照会 参照
不服申立発生事案照会 参照
不服申立係争中事案照会 参照
不服申立完結事案照会 参照
口頭意見陳述情報照会 参照
事案別事務日数照会 参照
不服申立事案一覧表 参照
口頭意見陳述リスト 参照
推計事案一覧表 参照
推計事案検討表 参照
不服申立処理日数一覧表 参照
不服申立処理日数集計表 参照
不服申立処理態様別日数分析表 参照
原処分関係データ転送 参照
事案併合処理 参照
事案移管処理 参照
局担当者登録処理 参照

不服申立人等異動情報照会 参照
庁事案 参照
庁事案（簡易事案一覧表編集） 参照
局事案 参照
局事案（簡易事案一覧表編集） 参照
署事案 参照
署事案（簡易事案一覧表編集） 参照
審理室関係文書テキスト処理 参照
不服申立事案文書登録 参照
不服申立事案文書変更 参照
不服申立事案文書削除 参照

処理結果照会 処理結果照会 更新
処理状況表示 処理状況表示 参照
帳票出力 帳票出力 参照
書式一覧表示 書式一覧表示 参照
帳票ダウンロード 帳票ダウンロード 更新
帳票ダウンロード（ダミー１） 帳票ダウンロード（ダミー１） 参照
局（所）帳票ダウンロード状況 局（所）帳票ダウンロード状況 更新
一括入力データ転送 一括入力データ転送 更新
電子データ引継 電子データ引継 更新

全国登録情報併合 更新
全国登録情報併合取消 更新
納税地併合 更新
納税地併合取消 更新
納税地併合取消（源泉） 更新

不服申立事案簡易処理

データベース保守 併合
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

併合処理状況一覧 参照
要全国登録対象者抽出・編集 参照

住所対象者抽出 更新
住所一括更新 更新
郵便番号一括更新 更新
電話番号一括更新 更新
個別更新入力 更新
基本情報更新 更新
個別更新照会 更新
納税地郵便番号更新（連記式） 更新
関係者郵便番号更新（連記式） 更新
管轄変更対象者抽出 更新
管轄変更処理 更新
例外決議書・調査事績書入力 更新
法定納期限入力 更新

支払人員・支払額訂正 更新
移行データ決議番号変更 更新
加算税賦課決定一括取消入力 更新

納税者情報登録（法人） 更新
納税者情報登録（個人） 更新
納税者情報更新（法人） 更新
納税者情報更新（個人） 更新
口座廃止 更新
口座取消 更新
異動事績保守登録 更新
異動事績保守更新 更新
異動事績保守削除 更新

電子利用者整理番号変更 更新
一括口座取消（法人） 更新
一括口座取消（個人） 更新
電話番号一括変換 更新

局（所）処理状況表示 局（所）処理状況表示 参照
データ還元 データ還元 参照
現行連絡 現行連絡 参照

免許申請書等の入力 更新
決議書、通知書等の出力 更新

管理カード 管理カードの入力 更新
納税申告 納税申告書等の入力 更新
更正請求書 更正請求書の提出事績入力 更新
決議書 更正、決定及び加算税賦課決定事績の決議処理 更新

更正、決定及び加算税賦課決定通知書の出力 更新
徴収決定税額の引継ぎ 参照
決算書情報引継作成 更新
決算書情報登録 更新
抽出処理 参照

所管支援（局業務） 国税局所管製造場等の指定（解除）処理 更新
製造販売管理 製造販売管理 各種報告書等入力 更新
調査事績 調査 調査事績の入力 更新

納税者単位の照会 酒類業者個々の免許事績等の照会 更新
帳簿照会 免許者台帳等の出力 更新
その他照会（庁、局業務） 酒類製造者名簿の出力 参照

住居表示変更処理

例外決議書・調査事績書

基本情報保守

異動事績保守

酒税・鑑定 免許管理 免許者台帳管理

申告決議

通知書

業務支援 検索

照会
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

開廃申告書等の入力 更新
担保提供書等の入力 更新
納税者等名簿の出力 参照
あて名ワッペンの出力 参照

申告事績の入力処理 申告事績の入力 更新
加算税賦課決定決議書等の作成 加算税賦課決定決議書等の作成 更新

還付申請者の登録処理 更新
還付処理の決議書等出力 更新

業務管理 国税局所管製造場等所管区分変更（局業務） 国税局所管製造場等所管区分変更 更新
準備調査 準備調査表等の出力 参照
免税移出入事績の入力処理 未納税移出等移入届出書等の入力 更新
印紙税調査対象者選定 印紙税調査対象者選定 更新
照会（納税地別） 納税者情報一覧表、名簿照会等 参照
納税者課税状況等照会 納税者課税状況等照会 参照

不服申立事務 不服申立事案簡易処理 不服申立事案等の入力 更新
異動連絡データ処理 異動連絡データ受信処理 更新

異動連絡データ確認入力 更新
異動連絡データ一覧表出力 参照
異動連絡せん出力 更新
異動連絡せん出力（月次） 更新
基本情報異動入力 更新
特調部門一括入力 更新
同非区分一括入力 更新
外資系法人管理区分一括入力 更新
外国法人管理区分一括入力 更新
ＴＰ管理区分一括入力 更新
業種番号仮登録 更新
住居表示変更 更新
除却・復活入力 更新
４号指定処理 更新
４号指定解除処理 更新
１・２号ただし書指定処理 更新
１・２号ただし書指定解除処理 更新
納税地指定処理 更新
納税地指定替処理 更新
納税地指定解除処理 更新
被合併法人情報入力 更新
納税者管理区分情報入力 更新
株主情報入力 更新
税理士情報入力 更新
各種調査課所管法人名簿作成 参照
同非区分不突合法人一覧表出力 参照
同非区分未判定法人一覧表出力 参照
外資系内国法人一覧表出力 参照
署・調査課不突合法人一覧表出力 参照
あて名ワッペン出力 参照
法人別業種入力 更新
法人別所掌部門入力 更新
業種別所掌部門入力 更新
所掌換え帳票出力 参照
所掌換え処理 更新

間接諸税 異動 開廃申告書等の入力処理

納税者等名簿等の出力処理

申告決議

自動車重量税廃車還付 自動車重量税廃車還付処理

調査支援

照会

調査課 法人管理
法人情報異動処理

所管情報異動処理

部門異動処理

法人名簿作成処理

所掌換え処理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

法人詳細情報照会 参照
法人名簿検索 参照
特定信託法人名簿 参照
特調法人名簿 参照
上場法人名簿 参照
除却法人名簿 参照
４号指定法人名簿 参照
１・２号ただし書指定法人名簿 参照
納税地指定法人名簿 参照
法人情報補正 更新
広域グループ情報入力 更新
参照権限情報入力（広域） 更新
連結グループ進捗管理入力 更新
連結グループ進捗管理表出力 更新

申告事績更新処理 申告事績更新処理 更新
法人番号テーブル送信 参照

申告事績資料作成 申告事績資料作成 参照
申告事績補正処理 申告事績補正処理 更新
申告管理異動引継処理 申告事績引継ぎ処理 更新

法人税調査事績入力 更新
法人税決議書出力 更新
法人税通知書出力 更新
処理済決議書照会 参照
決議書担当者ＩＤ変更 更新
消費税調査事績入力 更新
消費税決議書出力 更新
消費税通知書出力 更新

処理決議書作成支援 処理決議書作成 更新
省略決議書作成支援 省略是認決議登録 更新
処理補正・翌期引継 決議書補正入力 更新
処理管理異動引継処理 決議書情報引継ぎ処理 更新
省略決議終了処理 省略是認決議終了 更新

実態調査事績入力 更新
実態調査事績表等作成 参照
実態調査事績承認 更新
発議事績承認・解除・取消 更新
処理事績承認・解除・取消 更新
実調事績総括表、副本持込一覧表等作成 参照
副本送付書、一括決議書（署用）等作成 参照
副本データ署送付 更新
法人カード照会 参照
法人別進捗詳細情報照会 参照
法人別進捗詳細情報入力 更新
処理段階別処理 参照
要否判定結果入力 更新
指令情報入力 更新
進捗管理帳票出力 参照
進捗管理情報作成処理 更新
担当者名入力 更新
進捗管理情報補正入力 更新
法人管理簿等作成 参照

連結グループ進捗管理

法人情報検索照会補正

参照権限情報入力

連結納税

申告管理

決議事務 法人税決議書作成支援

消費税決議書作成支援

処理管理
実態調査事績管理

発議処理事績承認

副本発送支援

進捗管理 進捗管理

調査支援 法人管理簿情報管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

法人管理簿照会 参照
課税状況表出力 参照
法人詳細情報出力 参照
申告管理表出力 参照
連記式法人管理簿出力 参照

連年調査情報管理 連年実調名簿、連年未接触名簿等作成 参照
子会社名簿情報入力 更新
子会社申告情報入力 更新
子会社調査事績情報入力 更新
Ｔ／Ｈ申告情報入力 更新
Ｔ／Ｐ申告情報入力 更新
Ｔ／Ｈ処理情報入力 更新
Ｔ／Ｐ処理情報入力 更新
外国子会社管理簿等作成 参照
子会社名簿一覧照会 参照
子会社管理簿照会 参照
事業所名簿情報入力 更新
事業所申告情報入力 更新
事業所調査事績情報入力 更新
事業所管理簿等作成 参照
事業所名簿一覧照会 参照
事業所管理簿照会 参照
事業所名簿・申告情報作成 更新

調査支援異動引継処理 調査支援情報引継ぎ処理 更新
株式情報検索 参照
債権情報照会 参照
為替情報照会 参照

共通 調査業務内共通 更新
納税証明書作成（その１） 更新
納税証明書作成（その３） 更新
口座作成状況確認 参照
異動事績入力 更新
異動事績入力（消費・地方消費） 更新
期限等変更入力 更新
徴収決定口座備考入力 更新
完結口座等作成 更新
徴収決定口座リスト作成 参照
徴収決定口座照会・カード作成 参照
事績削除禁止等設定 更新
一人別未納口座一覧表作成 参照
徴収の引受 更新
転入 更新
転出 更新
特定信託名称照会 参照
連結照会 更新
収納整理状況確認 更新
保留原符訂正 更新
科目等更正 更新
収納機関別月計表等作成 参照
資金受入金月計突合 更新
年度訂正 参照

債権管理 納税証明事務

徴収決定事務

収納整理事務

子会社情報管理

事業所情報管理

外部データ検索 外部データ検索
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

督促状作成（一括） 更新
督促状作成（個別） 更新
督促保留一覧表等作成 参照
督促返戻事績入力 更新
督促事績訂正入力 更新
処理状況確認 参照
口座作成等入力 更新
充当等入力 更新
加算金計算終期入力 更新
監査 更新
支払決定 更新
組入済通知書等入力 更新
各種決議 更新
各種入力 更新
還付金口座照会・カード作成等 参照
自動車重量税廃車還付事務 参照
各種一覧表等作成 参照
資金支払金月計突合 更新
徴収決定データ入力 更新
収納データ入力 更新
収納データＯＣＲ入力 更新
還付金データ入力 更新
収納一括登記 更新
報告状況管理 更新
分類集計表作成 参照
支払決定日設定入力 更新
支払決定状況確認 参照
振込不能分返納処理 更新
資金支払命令済額報告書印刷 参照
示達額入力 更新
資金支払命令簿作成 参照
金融機関照会 参照
金融機関あて名個別更新 更新
金融機関番号一括更新 更新
金融機関あて名ワッペン作成 参照
金融機関利用情報訂正入力 更新
分類集計表作成 参照
定期分収納状況表作成 参照
月別収納状況表作成 参照
納税証明発行件数表作成 参照
総括決議書等作成 参照
異動事績データ作成 参照
未到来口座作成 更新
分納税額のお知らせ作成 更新
繰上納付・充当入力 更新
未到来異動事績入力 更新
分納期限等変更入力 更新
未到来債権管理カード作成 参照
連記入力 更新
個別入力 更新
収受事績管理 更新

業務管理資料作成

未到来債権管理事務

振替依頼書整理事務

督促事務

還付金事務

入力事務

報告事務

還付金ＭＴ交換分管理事務

金融機関情報管理事務
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

補完・訂正入力 更新
振替依頼書送付書作成 更新
返戻事績入力 更新
取りやめ届出書入力 更新
定期分一般用納付書作成 参照
振替用納付書作成 更新
汎用納付書出力 参照
納付指導対象者等選定 参照
定期分収納状況表作成 参照
月別収納状況表作成 参照
振替抽出状況確認 参照
ＭＴ作成状況確認 参照
納税貯蓄組合番号入力 更新
管理関係局署情報更新 更新
管理関係納税者基本情報更新 更新
管理関与納税者基本情報削除 更新
管理関係納税者基本情報照会 参照
郵政送付先情報更新 参照
月末現在未納口座一覧表作成 更新
重要資料の個別管理 更新
異動事績データ作成 参照

定期出力 更新
個別出力 更新
滞納税額異動連絡せんの出力 更新
滞納情報入力 更新
棚卸照合表の出力 更新
総括情報の更新 更新
滞納情報の更新 更新
総括情報入力（連記式） 更新
処分票作成指示（連帯） 更新
臨場予定の入力 更新
臨場予定の確認 参照
整理事績の入力 更新
整理事績の照会 参照
徴収の引受け・特整番号管理 更新
徴収の引受け・代表整理番号の訂正 更新
徴収の引受け・徴収の引受処理 更新
徴収の引受け・徴収の引受返戻処理 更新
徴収の引受け・元署整理番号の変更 更新
滞納処分の引継ぎ・滞納処分の引継処理 更新
滞納処分の引継ぎ・滞納処分の引継変更処理 更新
滞納処分の引継ぎ・滞納処分の引継取消処理 更新
滞納処分の引継ぎ・滞納処分の引継返戻処理 更新
滞納処分の引継ぎ・滞納者管理簿（引継ぎ）の出力 参照
滞納処分の引継ぎ・引継決議書等の出力 参照
滞納処分の引受け・引受決議書等の出力 参照

職員番号の登録 更新
地区分担の登録 更新
担当事案の個別登録 更新

特別施策の計画 更新
実績管理 従事事績の管理 更新

振替ＭＴ交換分処理状況確認

その他の事務

収納確保事務

引継ぎ・引受け

徴収 内部事務 滞納処分票の管理

出張準備事務

滞納整理事績の管理

総括事務
事案の分担登録
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

滞納者の概況照会 参照
滞納者の概況照会（連帯） 参照
報告書等の出力 参照
報告書等の出力（集計分） 参照
業務管理資料の出力・滞納者管理簿 参照
業務管理資料の出力・滞納者一覧表 参照
業務管理資料の出力・一人別滞納整理概況表 参照
業務管理資料の出力・保全財産一覧表 参照
業務管理資料の出力・差押債権等一覧表 参照
業務管理資料の出力・所在地別差押財産一覧表 参照
業務管理資料の出力・猶予事案一覧表 参照
業務管理資料の出力・停止相当事案一覧表 参照
業務管理資料の出力・滞納処分の停止一覧表 参照
業務管理資料の出力・納税義務消滅対象者一覧表 参照
業務管理資料の出力・事後監査対象者一覧表 参照
業務管理資料の出力・追加引継予定滞納者一覧表 参照
業務管理資料の出力・徴収の引継一覧表 参照
業務管理資料の出力・徴収の引受一覧表 参照
業務管理資料の出力・電話催告対象者一覧表随時出力 参照
業務管理資料の出力・滞納者進行管理簿 参照
業務管理資料の出力・決議書等出力一覧表 参照
滞納整理関係事務実施状況の集計 更新
差押え及び公売状況の集計 更新
催告対象者一覧表示（出力） 参照
定期催告書の出力 更新
定期催告の事績入力（訂正） 更新
随時催告書の出力 更新
催告様式の管理 更新
納付指導一覧表（督促前）の出力 参照
財産の入力 更新
財産の分割 更新
財産関係者の入力 更新
徴収関係者の入力 更新
事件の入力 更新
財産の照会 参照
照会文書の出力 更新
業務管理資料の出力・財産に係る権利の状況表 参照
業務管理資料の出力・差押確認等一覧表 参照
滞納処分情報の入力 更新
滞調法関連処分の入力 更新
滞納処分決議書等の出力 更新
滞納処分解除等情報の入力 更新
滞納処分解除決議書等の出力 更新
保全状況の照会 参照
差押債権消滅時効の管理 更新
差押え等処分の確認 参照
差押執行機関の管理 更新
登記嘱託書の出力・差押登記用 参照
登記嘱託書の出力・差押登記抹消用 参照
登記嘱託書の出力・参加差押登記用 参照
登記嘱託書の出力・参加差押登記抹消用 参照

滞納整理事務 催告整理

財産管理

進行管理

報告書等の出力

差押え・交付要求等
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

登記嘱託書の出力・担保権付債権差押登記用 参照
登記嘱託書の出力・担保権付債権差押登記抹消用 参照
登記嘱託書の出力・所有権以外の権利差押登記用 参照
登記嘱託書の出力・所有権以外の権利差押登記抹消用 参照
登記嘱託書の出力・相続による所有権移転登記用 参照
登記嘱託書の出力・土地の地目変更等登記用 参照
登記嘱託書の出力・建物の種類変更等登記用 参照
登記嘱託書の出力・所有権名義人表示変更登記用 参照
その他通知書の出力・滞納税金目録 参照
その他通知書の出力・財産目録 参照
その他通知書の出力・債務の承認（第三債務者あて） 参照
その他通知書の出力・債権の確認（担保権者あて） 参照
その他通知書の出力・差押債権支払催告書 参照
その他通知書の出力・支払命令申立予告書 参照
その他通知書の出力・組合員の持分払戻請求予告通知書 参照
その他通知書の出力・組合員の持分払戻請求書 参照
債権現在額申立書の出力 参照
特殊な納税義務者の入力 更新
換価の事前事務・公売対象財産の指定 更新
換価の事前事務・換価処分の適否検討表の出力 参照
換価の事前事務・公売実施等決議書の出力 参照
換価の事前事務・公売決定の入力 更新
換価の事前事務・公売公告等の出力 参照
換価の事前事務・公売のお知らせの出力 参照
換価の事前事務・公売財産状況の入力 更新
換価の事前事務・公売財産の公開決定 更新
換価の事前事務・公売財産の検索 参照
換価の事前事務・公売財産状況の出力 参照
公売・公売中止の入力 更新
公売・公売結果の入力 更新
公売・売却決定通知書等の出力 参照
公売・換価事績整理簿の出力 参照
公売・公売済財産の照会 参照
取立て・差押債権取立ての入力 更新
取立て・公売以外による受入れの入力 更新
配当計算 更新
猶予申請の入力・納税の猶予申請 更新
猶予申請の入力・納税の猶予期間延長申請 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予許可決議 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予不許可決議 更新
猶予等決議の入力・換価の猶予決議 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予期間延長許可決議 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予期間延長不許可決議 更新
猶予等決議の入力・換価の猶予期間延長決議 更新
猶予等決議の入力・納付誓約 更新
猶予等決議の入力・納付受託 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予取消決議 更新
猶予等決議の入力・換価の猶予取消決議 更新
猶予等決議の入力・納税の猶予期間短縮決議 更新
猶予等決議の入力・換価の猶予期間短縮決議 更新
猶予等決議の入力・徴収の猶予・猶予終了決議 更新

換価

猶予
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

猶予等決議の入力・徴収の猶予取消決議 更新
管理への連絡 更新
猶予関係の照会・納税の猶予等 参照
猶予関係の照会・徴収の猶予 参照
担保等の入力・担保の入力 更新
担保等の入力・保証人の入力 更新
担保等の入力・担保の解除入力 更新
担保の照会・担保（納税者別）の照会 参照
担保の照会・担保（種類別）の照会 参照
担保の照会・要処分担保の照会 参照
納付期日の通知書の出力 更新
延滞税の免除 更新
管理への連絡 更新
停止適否点検表の出力 更新
停止決定調査書の出力 更新
停止決議の入力 更新
停止状況の照会 参照
事後監査対象一覧表の出力 更新
事後監査事績の入力 更新
消滅確認決議書等の出力 更新
消滅確認対象リストの出力 更新
管理への連絡 更新
管理への連絡（一括処理） 更新
滞納整理関係書式 更新
滞納税金目録（随時） 参照
延滞税シミュレ－ト計算 参照

電話催告ファイル作成 更新
徴収関与納税者基本情報削除 更新

コードテーブルの新設（変更） 更新
コードの登録（変更） 更新
債権文例の変更 更新
執行機関等の登録 更新
土地評価準備 地価情報の入力 更新
評価基準額等の評定 評定基準額等の自動評定 更新

路線価の自動評定 更新
路線価図の印刷用原稿の出力 参照
倍率の自動評定 更新
倍率表の作成 参照
電子地図編集作図 更新

上場株式の評価 上場株式等の株価算出 更新
ゴルフ会員権評価 ゴルフ会員権評価額検索 更新

事案登録 更新
形式審理 更新
事案進行管理 更新
帳票作成 参照
事案の併合・分離・移管 更新
事案登録 更新
事案進行管理 更新
文書登録 更新
業務管理情報システムへのデータ転送 参照
不服申立人の異動情報取得 更新

滞納整理関係書式の出力

徴収システムコードの変更

延滞税の免除

滞納処分の停止等

財産評価 土地評価

路線価図等の作成

その他の財産評価

審理室 審理室 不服申立事務

調査事務
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

営業所番号管理 金融機関の本支店番号管理 更新
金融機関テーブル作成 金融機関テーブル作成 更新
入力・前処理 申告書の処理単位分割 参照
申告書受付 申告書形式チェック 参照
申告書入力 申告書入力 更新
更新データ作成 申告書データ更新 更新
通知書作成 限度額超過確認通知書作成 更新

税務相談支援 文献検索 相談事例等の検索 参照
相談事績の入力 更新
苦情事績の入力 更新

集計帳票入力 相談・苦情件数の集計及び結果入力 更新
税理士名簿の更新 更新
税理士検索・照会 参照
帳票作成指示 参照
提出義務者の登録等 更新
提出義務者（番号なし）の登録等 参照
法定調書合計表の入力等 更新
ＯＣＲエラーデータの訂正・削除 更新
法定調書合計表（その１） 更新
法定調書合計表（その２） 更新
法定調書合計表（その３） 更新
法定調書合計表（その４） 更新
監査対象者及び監査事績の登録等 更新
法定資料収集事績の訂正・照会 更新
提出義務者情報の転出処理 更新
提出義務者情報一覧表（給与等） 参照
提出義務者情報一覧表（利子） 参照
提出義務者情報一覧表（配当） 参照
提出義務者情報一覧表（その他） 参照
給与所得の源泉徴収票等の合計表 更新
あて名ワッペン（督促用） 参照
しょうようハガキ 参照
監査準備調査書兼監査事績復命書 参照
異動法定連絡 更新
税理士情報更新 更新
配当義務者更新 更新
連絡先ＤＢ情報更新 更新
104資料法定義務者更新 更新
108資料せん把握 更新
不動産移転登記資料一覧表作成 参照
法定調書合計表 更新
法定調書合計表（個人） 更新
法定調書合計表（法人） 更新
一般収集対象者の登録等 更新
一般収集独自項目指定 更新
ＯＣＲ入力データ訂正・照会 参照
一般収集回答事績の入力等 更新
一般収集回答事績の入力・連記式 更新
確認・実地収集事績の入力等 更新
法定外資料収集事績の訂正・照会 更新
連絡せん収集事績の入力等 更新

資料調査 資料調査 法定資料の収集・監査事務

法定外資料の収集事務

総務 税理士 税理士

税務相談
税務相談件数集計 件数情報入力

非課税貯蓄限度
額管理

非課税貯蓄限度額管理
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

法定外資料関係帳票の作成 参照
一般収集既未済整理簿 参照
一般収集整理簿件数表（局計） 参照
一般収集・事績復命書 参照
一般収集整理簿件数表（署計） 参照
一般収集・提出依頼書 更新
一般収集・あて名ワッペン 参照
異動法定連絡 更新
税理士情報更新 更新
配当義務者更新 更新
連絡先ＤＢ情報更新 更新
104資料法定義務者更新 更新
108資料せん把握 更新
不動産移転登記資料一覧表作成 参照
法定調書合計表 更新
法定調書合計表（個人） 更新
法定調書合計表（法人） 更新
収集Mis連絡 参照
収集年切 更新
納管物理削除（収集）（必要に応じて処理） 更新
法定外事績MiS連絡 参照
一般収集（局選定） 更新
一般収集（署選定） 更新
索引情報の入力 参照
索引情報の検索 参照
資料情報の入力 参照
資料情報の補正 参照
資料情報の照会 参照
入力蓄積月次 更新
名簿索引更新月次 更新
外部保存ﾃﾞｰﾀ作成 参照
英字変換更新 更新
MT（FD）検収 参照
法務省ＭＴ収集 参照
自動的情報交換（ＯＥＣＤ）月次 参照
資料せん蓄積状況表 参照
ﾛｰﾄﾞ用ﾊﾟﾗﾒﾀ年切処理 参照
ＭＴ検収（社会保険庁分） 参照
ＭＴ検収（法定一般ピーク分） 参照
ＭＴ検収（国税職員分） 参照
資料情報カード（住所解読エラー分）作成 参照
名簿索引洗替え・索引簿作成 更新
料調納管洗替え 更新
再名寄せ 更新
関税局データフォーマット変換 参照
自動的情報交換（ＯＥＣＤ）年次 参照
市区町村合併（必要に応じて処理） 参照
納管物理削除（名簿）（必要に応じて処理） 更新
資料せん一括削除（必要に応じて処理） 参照
収集事績入力 更新
活用事績入力 更新

資料情報等の入出力事務

重要資料の個別管理事務
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

異動事績等入力 更新
照会 更新
検索（連結・同族法人資料） 更新
重要資料等の個別管理〔整理簿・事績一覧〕 参照
重要資料等の個別管理（分析表） 参照

事故資料の解明調査事務 事故資料解明 参照
お尋ね書一括出力 参照
再提出依頼対象者の登録 更新
再提出依頼用あて名ワッペン作成 参照
資産異動（７月） 参照
資産異動（12月） 参照
新増築のお尋ね書出力 更新
マスターロード 更新
金融機関テーブル読込 参照

検索処理 検索処理 参照
情報の引継 参照
基礎情報データベース作成 更新
明細情報データベース作成 更新
集約情報データベース作成 更新
帳票編集機能 参照
ファイル編集機能 参照
ホストデータ照会 参照
Ｗ／Ｓデータ照会機能 参照

計画・実績 計画・実績 計画・実績 更新
一般統計 申告所得税

源泉所得税
法人税
相続税
贈与税
消費税

税務統計データベースの作成 更新

特別統計 申告所得税標本調査
会社標本調査
民間給与実態統計調査

標本抽出 更新

課税検索 課税検索 業務マスタ読込処理

企画

目的別データベース作成

資産の異動資料に関する確認事務

業務管理情報 基礎情報収集

情報提供

業務管理情報
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参照・更新パターン
利用者識別番号管理 更新
申告・申請等履歴情報管理 更新
受付システム用暗証番号変更 更新
電子証明書登録・更新 更新
メールアドレス登録・変更 更新
納税用確認番号等登録 更新
申告・申請等新規作成 更新
申告・申請等組み込み／切り出し 更新
申告・申請等プロファイル作成 更新
申告・申請等プロファイル管理 更新
申告・申請等名称変更 更新
帳票追加 更新
帳票削除 更新
添付書類作成 更新
添付書類切り出し／組み込み 更新
様式バージョン管理 更新
様式追加／削除 更新
年度別様式集追加／削除 更新
未インストール様式追加 更新
帳票編集 更新
納付情報登録依頼作成 更新
次葉追加／削除 更新
帳票画面拡大縮小表示 参照
税務署名リスト取得 参照
税務署名リスト表示 参照
申告・申請等帳票内容チェック 参照
帳票内／帳票間自動転記 参照
自動計算 参照
電子署名作成／削除 更新
電子署名管理 更新
電子署名検証 参照
署名前チェック 参照
申告・申請等データ送信 参照
通知・交付データ送信 参照
データ暗号化 参照
納税証明書発行／発行取消指示 更新
受信XMLデータ表示 参照
XMLデータダウンロード 参照

表示設定 一覧表ソート機能 参照
操作ヘルプ 参照
帳票ヘルプ 参照

印刷 帳票、通知・交付データ印刷 参照
インストーラ 参照
アンインストーラ 参照
任意アップデート 参照

Ｗｅｂ機能 参照
認証機能 参照
受付・審査機能 更新
即時通知・受信通知機能 更新
受信データ保存機能 更新
データ管理機能 更新

入力支援

申告・申請等管理

利用者ファイル管理

利用者情報登録機能

様式管理

申告・申請等編集

電子署名

申告・申請等データ送受信

ヘルプ

インストール

受付システム

納税者等クライアント国税電子申告・納税システム
システム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

データベースアクセス機能 更新
データベースアクセス管理機能 更新
連絡データ引受、引継機能 更新
庁・局・署及び審判所へのダウンロード 参照
職員認証機能 参照
ウェブブラウザ機能 更新
ダウンロード機能 参照
問い合わせ対応機能 更新
ＣＴＩ機能 参照
状況監視機能 参照
情報分析機能 参照
ＦＡＸ応答機能 参照
運用監視機能 参照
性能管理 参照
リモート操作機能 参照
資源配布機能 参照

申告データ連絡 参照
申請データ連絡 参照
納付情報連絡 参照
納税証明書情報連絡 参照
納税者管理情報連絡 更新
職員情報連絡 更新
プレプリント情報連絡 更新
金融機関テーブル連絡 更新

ＭＰＮシステムインターフェース 参照
歳入金電子納付システムインターフェース 手数料納付機能 参照
ＧＰＫＩ 電子証明書検証機能 参照
ＳＳＬ機能 参照
セッション管理機能 参照
バックアップ機能 参照
リカバリ機能 参照
改ざん検知機能 参照

スタイルシートダウンロード 参照
納税証明書表示 参照
署名検証（スタイルシート） 参照
署名検証（納税証明書） 参照
エンドエンティティ電子証明書表示 参照
ルート電子証明書表示 参照

印刷 帳票、通知・交付データ印刷 参照
インストーラ 参照
アンインストーラ 参照

インストール

ヘルプデスク

運用管理システム

税務署システム

他システムインターフェース ＫＳＫシステムインターフェース

共通機能

電子納税証明書検証 電子納税証明書の表示

署名検証及び電子証明書検証

電子証明書表示
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参照・更新パターン
KSKデータ取込状況表示 参照
MO枚数指定 参照
MO取込 更新
MO取込情報による債権管理マスタ更新 更新
マスタ更新結果表示 参照
表示対象選択 参照
KSKデータ取込状況表示 参照
マスタ更新結果表示 参照

KSKデータ取込結果印刷 参照
KSKデータ取込結果削除 更新

KSK還元データ作成状況表示 参照
還元ファイル作成 更新
MO作成 更新

KSK還元データMO再作成機能 KSKデータ作成状況表示 参照
KSK還元データ作成結果印刷 参照
KSK還元データ作成結果削除 更新
履行判定処理機能 参照

催告結果情報受信～催告結果情報による債権管理マスタ更新 更新
各局センタ同期処理 更新
催告対象情報送信 参照
削除条件入力 参照
返戻済事案削除画面 更新
抽出条件入力 参照
長期所掌事案抽出画面 参照
保有期間設定 参照
カレンダ設定 参照
前月分レコードの更新処理 更新

更新
更新

バックアップ 参照
リストア 参照
バックアップ 参照
リストア 参照
国税局別滞納整理状況表(第1表－1) 参照
税額階層別滞納整理状況表(第1表－2) 参照
業種別滞納整理状況表(第1表－3) 参照
国税局別滞納状況表(第2表－1) 参照
税額別滞納状況表(第2表－2) 参照
業種別滞納状況表(第2表－3> 参照
国税局別催告実施状況表(第3表－1) 参照
税額階層別催告実施状況表(第3表－2) 参照
業種別催告実施状況表(第3表－3) 参照
局署別納付履行状況表(第4表) 参照
納付書・納付計画書印刷 参照
納付書・延滞税のお知らせ印刷 参照
印刷対象抽出 参照
修文要事案チェック 参照
自動再電設定 参照
送信対象催告結果情報抽出～催告結果情報送信 参照
各局センタ同期処理 更新
催告対象情報受信～催告対象情報による債権管理マスタ更新 更新

システム名 システム機能

納付書＆延滞税のお知らせ印刷機能

催告業務終了処理機能

当月分レコードの挿入処理

KSKデータ取込結果表示機能

KSK還元データ作成機能

集中電話催告システム

債権管理サーバ(各局センタ)

業務パラメータ設定(中央)機能

長期所掌事案印刷機能

業務管理資料月次締切機能

債権管理サーバ(中央センタ) KSKデータ取込機能

各局センタ同期機能

返戻済事案印刷削除機能

還元済みDBバックアップ・リストアコマンド

運用系DBバックアップ・リストアコマンド

各種業務管理資料印刷機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

還元済み事案移動 更新
催告対象事案抽出 参照

各種業務管理資料印刷機能 参照
プレディクティブ・ダイヤリング機能 参照
プレビュー・ダイヤリング機能 参照
マニュアル発信機能 参照
リコール機能 参照
不応答/話中判断機能 参照
架電履歴の登録機能 更新
ペーシング機能 参照
キャンペーン複数同時実行機能 参照
発信者番号通知機能 参照
ルーティング機能 参照
ACD機能（自動呼分配機能） 参照
IVR機能（対話型音声自動応答機能） 参照
グルーピング機能 参照
CTIサーバ管理機能 参照
特定納税者削除方法 参照
時間監視機能 参照
通話内容監視(モニタ)機能 参照
通話割込機能 参照
オペレータ支援機能 更新
研修機能 参照
ログイン機能 参照
業務終了後処理 更新
架電機能 参照
受電機能 参照
納税者情報表示 参照
延滞税計算機能 更新
延滞税のお知らせ再送付機能 更新
結果入力機能 更新
ヘルプ(エスカレーション)要請機能 更新
通話録音装置の制御 参照
通話時間監視機能 参照
定型メッセージ送出機能 参照
研修機能 参照
ログイン機能 参照
リアルタイム監視機能 参照
ユーザ管理機能 更新
コールリスト作成機能 更新
納税者情報検索機能 参照
通話検索再生機能 参照
端末使用状況監視機能 参照
業務資料作成機能 参照
業務パラメータ設定機能 更新
ログイン機能 参照

CTIサーバコールセンタ

スーパーバイザ端末

オペレータ端末

管理者端末
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システム名 システム機能 参照・更新パターン
所得税 参照
源泉所得税 参照
譲渡所得 参照
相続税 参照
贈与税 参照
財産評価 参照
法人税 参照
消費税 参照
印紙税その他国税 参照
不服申立ての手続き 参照
法定調書 参照
国税のお知らせ 参照
災害関連 参照
こども税金相談 参照
お知らせ（英語版） 参照

検索機能 参照
アンケート機能 更新

所得税 参照
源泉所得税 参照
譲渡所得 参照
相続税 参照
贈与税 参照
財産評価 参照
法人税 参照
消費税 参照
印紙税その他国税 参照
不服申立ての手続き 参照
法定調書 参照
国税のお知らせ 参照
災害関連 参照
こども税金相談 参照
所得税 参照
源泉所得税 参照
譲渡所得 参照
相続税 参照
贈与税 参照
財産評価 参照
法人税 参照
消費税 参照
印紙税その他国税 参照
不服申立ての手続き 参照
法定調書 参照
国税のお知らせ 参照
災害関連 参照
こども税金相談 参照
税務職員募集 参照
税理士試験 参照
所得税 参照
源泉所得税 参照
譲渡所得 参照
相続税 参照

音声 情報提供機能

ホームページタックスアンサー 情報提供機能

携帯電話版ホームページ

情報提供機能ＦＡＸ

情報提供機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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システム名 システム機能 参照・更新パターン

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

贈与税 参照
財産評価 参照
法人税 参照
消費税 参照
印紙税その他国税 参照
不服申立ての手続き 参照
法定調書 参照
国税のお知らせ 参照
災害関連 参照
こども税金相談 参照
税務職員募集 参照
税理士試験 参照
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参照・更新パターン
申告書作成システムメニュー 参照
利用年分の選択 参照
所得税の案内 参照
利用説明 参照
対象者確認 参照
本人情報入力 参照
確定申告書Ａの案内 参照
所得選択 参照
申告態様確認 参照
第三表送付の選択 参照
事業所得・営業等入力 参照
事業所得・営業等確認 参照
事業所得・農業入力 参照
事業所得・農業確認 参照
不動産所得入力 参照
不動産所得確認 参照
利子所得入力 参照
配当所得入力 参照
配当所得入力一覧確認 参照
配当控除情報入力 参照
配当所得確認 参照
年末調整確認 参照
給与所得入力 参照
給与所得確認 参照
給与所得の源泉徴収票の内容確認 参照
公的年金等雑所得入力 参照
公的年金等雑所得確認 参照
公的年金等の源泉徴収票の内容確認 参照
公的年金以外の雑所得入力 参照
公的年金以外の雑所得確認 参照
総合譲渡所得入力 参照
総合譲渡所得条文選択 参照
総合譲渡所得確認 参照
一時所得入力 参照
一時所得確認 参照
分離譲渡所得入力 参照
分離譲渡所得条文選択 参照
分離譲渡所得確認 参照
株式等の譲渡所得等入力 参照
株式等の譲渡所得等条文選択 参照
株式等の譲渡所得等確認 参照
秩式等の譲渡所得等金額確認 参照
先物取引の雑所得等入力 参照
先物取引の雑所得等金額確認 参照
山林所得入力 参照
山林所得条文選択 参照
山林所得確認 参照
譲渡所得・山林所得金額の確認 参照
退職所得の源泉徴収票入力 参照
退職所得の源泉徴収票確認 参照
退職所得の源泉徴収票の内容確認 参照

申告書画面タッチパネル方式による
所得税確定申告書作成システム

申告書作成システムメニュー

確定申告書Ａ所得入力

システム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

退職所得金額の確認 参照
繰越損失入力 参照
繰越損失確認 参照
申告書第一表の所得金額合計確認 参照
申告書第三表の所得金額確認 参照
年調済所得控除入力 参照
年調未済所得控除入力 参照
社会保険料控除入力 参照
社会保険料控除額確認 参照
小規模企業共済等掛金控除入力 参照
生命保険料控除入力 参照
損害保険料控除入力 参照
老年者控除確認 参照
寡婦／寡夫控除入力 参照
勤労学生控除入力 参照
障害者控除入力 参照
配偶者・配偶者特別控除入力 参照
扶養控除入力 参照
雑損控除入力 参照
医療費控除入力 参照
寄付金控除入力 参照
所得控除合計確認 参照
税額控除等選択メニュー 参照
住宅控除総合メニュー 参照
本年分住宅控除入力 参照
資金贈与の確認 参照
震災被災者の再取得確認 参照
住宅の取得形態確認 参照
添付書類の確認 参照
住宅借入金控除チェック表 参照
一括購入確認 参照
建物に関する情報入力 参照
共有資産の確認(住宅) 参照
土地に関する情報入力 参照
共有資産の確認(土地) 参照
年末残高情報入力 参照
連帯債務の確認 参照
取得資金の確認 参照
単独債務情報入力 参照
単独債務確認 参照
自己資金情報入力 参照
住宅訂正メニュー 参照
住宅借入金控除額結果確認 参照
配当控除額確認 参照
政党等寄付金特別控除入力 参照
政党等寄付金特別控除額確認 参照
外国税額控除入力 参照
災害減免額入力 参照
災害減免額確認 参照
定率減税説明 参照
申告納税額確認 参照印刷

所得控除入力

税額控除入力
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

予定納税入力 参照
予定納税確認 参照
延納届出額入力 参照
延納届出額確認 参照
税金の納付 参照
印刷内容の確認 参照
本人情報入力２ 参照
フリガナ氏名入力 参照
印刷する用紙の確認 参照
申告書印刷 参照
申告書(控)選択 参照
住控計算明細印刷 参照
住控計算明細(控)印刷 参照
損通計算書印刷 参照
損通計算書(控)印刷 参照
計算確認結果印刷 参照
記入箇所確認 参照

電卓 電卓 参照
説明メニュー 説明メニュー 参照

各種所得説明の選択 参照
事業所得 参照
不動産所得 参照
利子所得 参照
配当所得 参照
雑所得 参照
総合譲渡所得 参照
一時所得 参照
分離譲渡所得 参照
株式等の譲渡所得等 参照
商品先物取引の雑所得 参照
山林所得 参照
退職所得 参照
繰越損失 参照
各種所得控除説明の選択 参照
社会保険料控除 参照
小規模企業共済等掛金控除 参照
生命保険料控除 参照
損害保険料控除 参照
老年者控除 参照
寡婦(寡夫)控除 参照
障害者控除 参照
勤労学生控除 参照
勤労学生控除 参照
配偶者(特別)控除 参照
扶養控除 参照
雑損控除 参照
医療糞控除 参照
寄付金控除 参照
税額控除等選択メニュー 参照
配当控除 参照
住宅借入金特別控除 参照

説明画面
所得説明

税額控除説明

所得控除説明
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

政党等寄付金特別控除 参照
外国税嶺控除 参照
災害減免額 参照
予定納税 参照
納付 参照
振替納税 参照
パスワード入力 参照
保守メイン 参照
日付変更 参照
年分情報設定 参照
年分情報設定確認 参照
基本設定 参照
パラメータ設定 参照
各種金額設定 参照
各種日付設定 参照
利用状況 参照
バージョンアップ確認 参照
バージョンアップエラー 参照

保守ユーティリティ



42
52

システム名 システム機能 参照・更新パターン
新規入力（Ｄ３） 更新
新規入力（Ｅ３） 更新
補正 更新
削除 更新
一連番号指定 更新

参照
参照
更新
参照

申告書イメージデータ保存 更新
申告書イメージデータ照会 参照
処理状況確認 参照
帳票出力 参照
課税台帳索引データＦＤの作成 参照
課税台帳索引データの削除 更新
申告データ連絡処理 参照
申告書イメージリスト出力 参照
重複データチェックリスト出力 参照
支払停止該当者チェックリスト出力 参照
支払停止予約入力 更新
支払停止予約リスト（全件）出力 参照
申告データ除外入力 更新
申告データ除外入力リスト出力 参照
住所・氏名等補完入力 更新
金融機関コード等入力 更新
補完入力リスト出力 参照
還付留保設定入力 更新
還付留保解除入力 更新
処理状況等の更新 更新
還付留保事由更新リストの出力 参照
監査結果入力（バッチ別） 更新
監査結果入力取消（バッチ別） 更新
監査結果入力（留保分） 更新
監査結果入力取消（留保分） 更新
監査結果入力リスト出力 参照
住民記録調査用資料出力 参照
支払決定抽出処理 更新
申告書イメージデータ保存 更新
支払決議書出力 参照
支払決議書（送金）出力 参照
書留郵便物受領証出力 参照
金融機関別振込額一覧表出力 参照

参照
参照
更新
参照
参照
更新
更新

局署情報設定 更新
年号保守 更新

源泉所得税還付金（個人）システム

入力データリスト出力
重複チェック

共通システム 業務保守

課税台帳索引データの作成

申告書入力システム

還付審査済入力
管理連絡処理（日計票出力（管理連絡ＭＯ作成））
申告書イメージデータ管理

処理状況管理

ＯＣＲ入力

補正・削除入力

支払停止該当者チェック

支払決定抽出処理

申告書イメージリスト再出力

申告データ除外入力

補完情報入力

還付留保等入力

訂正申告事績入力
振込通知書等返戻事績入力

還付金（個人）システム

申告書情報検索
申告書イメージデータ削除
処理状況確認
還付留保一覧表の出力

支払決議書等出力

監査結果等入力

申告データ連絡処理

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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システム名 システム機能 参照・更新パターン

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

住所コードテーブル更新 更新
還付加算金利率保守 更新
金融機関情報更新 更新
郵便局情報更新 更新
集計年月更新 更新
障害回復処理 参照
バックアップ処理 参照
ＤＢ回復処理 参照
ユーザＩＤ／パスワード保守 更新
パスワード変更 更新

外部媒体作成 ＦＤ及びＭＯディスク初期化 参照

障害対応

システム保守
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参照・更新パターン
ＴＯＰ画面 参照
ご利用できない方 参照
ご利用案内 参照
ご利用案内（還付申告書） 参照
ご利用案内（給与所得のみ） 参照
ご利用案内（給与と雑） 参照
ご利用案内（申告書A） 参照
ご利用案内（申告書Ｂ） 参照
ご利用案内（申告書Ｂ三表） 参照
推奨環境 参照
印刷設定とテストプリント 参照
入力に必要な書類一覧 参照
作成できる書類一覧 参照
作成後の確認事項 参照
作成後の確認事項（添付書類、申告書Ａ） 参照
作成後の確認事項（添付書類、申告書Ｂ） 参照
作成後の確認事項（補完、申告書Ａ） 参照
作成後の確認事項（補完、申告書Ｂ） 参照
申告書の提出期限・提出方法 参照
税金の納付期限・納付方法 参照
作成後の確認事項（添付書類、申告書Ｂ（分離課税用）） 参照
作成後の確認事項（補完、申告書Ｂ（分離課税用）） 参照
税務署の所在地 参照
過年分の作成コーナー 参照
３点マーク確認 参照
印刷誘導 参照
印刷の流れ 参照
アクロバットメニュー 参照
お問い合わせ 参照
利用規約 参照
個人情報保護規約 参照
データの保存・読込方法 参照
保存できるファイルの種類 参照
入力途中のデータの保存方法 参照
確定申告書データの読込方法 参照
電子ファイルの組込方法 参照
作成コーナーの終了 参照
作成コーナー（申請書選択） 参照
確定申告書データ読込 参照
申告書自動選択 参照
生年月日入力 参照
生年月日等入力 参照
申告書Ａ作成 参照
申告書Ｂ作成 参照
事業所得 参照
不動産所得 参照
利子所得 参照
配当所得、配当控除 参照
給与所得 参照
雑所得（公的年金等・その他） 参照
総合譲渡所得 参照

システム名 システム機能
説明画面

作成画面

所得税の確定申告書確定申告書等作成コーナー

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

一時所得 参照
雑損控除、災害減免額 参照
医療費控除 参照
社会保険料控除 参照
小規模企業共済等掛金控除 参照
生命保険料控除 参照
損害保険料控除 参照
寄付金控除、政党等寄付金特別控除 参照
老年者、寡婦、寡夫控除 参照
勤労学生、障害者控除 参照
配偶者、配偶者特別控除、配偶者の合計所得金額 参照
扶養控除 参照
投資・リース税額控除 参照
住宅借入金等特別控除・選択 参照
住宅借入金等特別控除・共通要件 参照
住宅借入金等特別控除・新築要件 参照
住宅借入金等特別控除・二年以内要件 参照
住宅借入金等特別控除・中古要件 参照
住宅借入金等特別控除・増改築要件 参照
住宅借入金等特別控除・再居住要件 参照
住宅借入金等特別控除・新築／中古入力 参照
住宅借入金等特別控除・二年以内入力 参照
住宅借入金等特別控除・増改築入力 参照
住宅借入金等特別控除・直接入力 参照
住宅借入金等特別控除・再居住入力 参照
住宅借入金等特別控除・共有持分 参照
住宅借入金等特別控除・連帯債務 参照
外国税額控除 参照
予定納税額 参照
専従者給与額の合計額 参照
専従者控除額の合計額 参照
青色申告特別控除額 参照
本年分で差し引く繰越損失額 参照
平均課税対象金額、変動・臨時所得金額 参照
平均課税対象金額、変動・臨時所得金額(青) 参照
延納届出額 参照
印刷確認 参照
定型（給与所得） 参照
定型（雑所得）（公的年金等・その他） 参照
定型（還付） 参照
補完入力 参照
所得の内訳 参照
住所等・還付金口座 参照
地方税Ａ 参照
地方税Ｂ 参照
申告書三表 参照
先物所得 参照
株式所得（項目選択） 参照
株式所得（特定口座簡易分） 参照
株式所得（特定口座源泉分） 参照
株式所得（未公開入力） 参照
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

株式所得（上場入力） 参照
株式所得（計算書確認） 参照
株式所得（未公開明細） 参照
株式所得（上場明細） 参照
株式所得（上場取得費） 参照
株式所得（繰越確認） 参照
株式所得（繰越金額確認） 参照
株式所得（終了） 参照
退職所得 参照
データ保存 参照
XMLファイル 参照
株式所得（特定控除） 参照
株式所得（集計） 参照
株式所得（繰損入力） 参照
株式所得（繰損表示） 参照
その他（共通、再計算等） 参照
申告書Ｂ第三表（分離課税用・提出用） 参照
申告書Ｂ第三表（分離課税用・住民税用） 参照
申告書Ｂ第三表（分離課税用・控用） 参照
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書（提出用） 参照
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書（控用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書一面（提出用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書一面（再び居住の用に供した
方用・提出用）

参照

住宅借入金等特別控除の計算明細書三面（提出用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書四面（提出用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書一面（控用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書一面（再び居住の用に供した
方用・控用）

参照

住宅借入金等特別控除の計算明細書三面（控用） 参照
住宅借入金等特別控除の計算明細書四面（控用） 参照
所得の内訳書（提出用） 参照
所得の内訳書（控用） 参照
損益の通算の計算書（提出用） 参照
損益の通算の計算書（控用） 参照
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 参照
私募証券投資信託等に係る配当控除額の計算書 参照
政党等寄付金特別控除額の計算明細書（平成15年分用） 参照
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書一面 参照
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書二面 参照
申告書付表（株式等に係る譲渡損失の繰越用） 参照
申告書付表（先物取引に係る繰越損失用・提出用） 参照
申告書付表（先物取引に係る繰越損失用・控用） 参照
医療費の明細書 参照
特定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 参照
利用ガイド 参照
ご利用できない方 参照
作成できる書類 参照
入力に必要な書類 参照
決算書等データ保存・読込方法 参照
作成後の確認事項 参照

出力帳票

作成画面青色申告決算書・収支内訳書
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

保存できるファイルの種類 参照
入力したデータの保存方法 参照
保存しているデータの読込方法 参照
添付書類 参照
青色申告決算書補完記入（一般用） 参照
青色申告決算書補完記入（農業所得用） 参照
青色申告決算書補完記入（不動産用） 参照
青色申告決算書補完記入（現金主義用） 参照
収支内訳書補完記入（一般用） 参照
収支内訳書補完記入（農業用） 参照
収支内訳書補完記入（不動産用） 参照
電子申告ファイルへの組み込み方法 参照
利用ガイド－帳票選択画面 参照
利用ガイド－決算書・収支内訳書入力画面 参照
利用ガイド－青色申告特別控除画面 参照
利用ガイド－住所氏名等入力画面 参照
利用ガイド－決算書・収支内訳書の印刷画面 参照
決算書・収支内訳書選択 参照
帳票選択 参照
青色申告特別控除 参照
貸借対照表（一般用） 参照
貸借対照表（農業用） 参照
貸借対照表（不動産用） 参照
所得金額の確認 参照
本人事項入力画面 参照
決算書印刷画面 参照
貸借対照表の合併 参照
決算書（一般用）メイン画面 参照
決算書（現金主義用）メイン画面 参照
決算書（農業所得用）メイン画面 参照
決算書（不動産所得用）メイン画面 参照
収支内訳書（一般用）メイン画面 参照
収支内訳書（農業所得用）メイン画面 参照
収支内訳書（不動産所得用）メイン画面 参照
電子申告の利用に当っての注意事項 参照
電子申告ファイルの出力 参照
売上（収入）金額 参照
仕入金額等 参照
農産物以外の棚卸高 参照
減価償却費の計算（資産の種類の選択） 参照
減価償却費の計算（建物・車両等の償却方法選択） 参照
減価償却費の計算（生物） 参照
減価償却費の計算（無形固定資産） 参照
減価償却費の計算（一括償却資産） 参照
減価償却費の計算（中小企業者の特例） 参照
繰延資産による減価償却費の計算 参照
減価償却費の計算がお済みの方用 参照
定額法による減価償却費の計算（建物・車両等） 参照
定率法による減価償却費の計算（建物・車両等） 参照
売上（収入）金額の明細 参照
仕入金額の明細 参照
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

修繕費の内訳 参照
貸付不動産の保有状況 参照
入力データ保存 参照
給料賃金 参照
利子割引料 参照
地代家賃 参照
税理士等の報酬・料金 参照
専従者給与 参照
貸倒引当金 参照
本年中における特殊事情の入力 参照
収入金額の入力 参照
雇人費 参照
地代・賃貸料 参照
入力データ読込 参照
不動産所得の収入の内訳 参照
借入金利子 参照
果樹・牛馬等の育成費用入力 参照
事業専従者の氏名等 参照
確認画面 参照
エラー画面 参照
サーバ混雑画面 参照
推奨環境 参照
Acrobatのバージョン確認と設定 参照
青色決算書一般用（提出） 参照
青色決算書一般用（控） 参照
青色決算書農業所得用（提出） 参照
青色決算書農業所得用（控） 参照
青色決算書不動産所得用（提出） 参照
青色決算書不動産所得用（控） 参照
青色決算書現金（提出） 参照
青色決算書現金（控） 参照
収支内訳書一般用（提出） 参照
収支内訳書一般用（控） 参照
収支内訳書農業所得用（提出） 参照
収支内訳書農業所得用（控） 参照
収支内訳書不動産所得用（提出） 参照
収支内訳書不動産所得用（控） 参照
TOP画面 参照
推奨環境画面 参照
ご利用できない方画面 参照
作成できる書類画面 参照
入力に必要な書類画面 参照
作成の手順画面 参照
データの保存・読込方法 参照
作成後の確認事項画面 参照
よくある質問画面 参照
所得税の決算額調整画面 参照
作成の手順(一般用)画面 参照
作成の手順(簡易課税用)画面 参照
基準期間の情報等の入力画面 参照
所得区分の入力(一般用)画面 参照

出力帳票

説明画面消費税等の確定申告書
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

所得区分ごとの課税・非課税・免税・不課税売上金額の入力(一般
用)画面

参照

課税取引金額の計算の入力画面 参照
中間納付税額等の入力画面 参照
住所及び氏名等の入力画面 参照
申告書等の印刷画面 参照
所得区分の入力(簡易課税用)画面 参照
所得(事業)区分ごとの課税・非課税・免税・不課税売上金額の入力
(簡易課税用)画面

参照

中間申告による納付税額等の入力(簡易課税用)画面 参照
住所及び氏名等の入力(簡易課税用)画面 参照
申告書等の印刷(簡易課税用)画面 参照
Acrobat Readerのバージョンの確認と設定画面 参照
Acrobat Readerの設定方法画面 参照
Adobe Readerの設定方法画面 参照
保存できるファイルの種類画面 参照
データの保存方法画面 参照
確定申告書データの読込方法画面 参照
電子申告データファイルの作成方法画面 参照
確定申告書の提出期限・提出方法画面 参照
納期限・納付方法画面 参照
確定申告書への添付書類画面 参照
確定申告書の補完方法(一般用)画面 参照
確定申告書の補完方法(簡易課税用)画面 参照
控除対象外消費税額等の調整画面 参照
簡易課税制度適用時の差額処理画面 参照
基準期間 (用語説明)画面 参照
課税売上高(用語説明)画面 参照
非課税取引(用語説明)画面 参照
免税取引(用語説明)画面 参照
中間申告(用語説明)画面 参照
割賦基準(用語説明)画面 参照
延払基準(用語説明)画面 参照
工事進行基準(用語説明)画面 参照
現金主義会計(用語説明)画面 参照
非課税資産の輸出等(用語説明)画面 参照
不課税(用語説明)画面 参照
売上げに係る対価の返還等(用語説明)画面 参照
仕入れに係る対価の返還等(用語説明)画面 参照
課税仕入れ(用語説明)画面 参照
付表２画面 参照
付表５画面 参照
仕入控除税額画面 参照
確定申告書データ保存画面 参照
確定申告書データ読込画面 参照
一般課税・簡易課税の条件判定等画面 参照
特別な売上計上基準画面 参照
申告書印刷の手順画面 参照
印刷結果の確認画面 参照
申告書等(PDF)が表示されない方へ画面 参照
申告書等(PDF)が表示されない場合の対応策画面 参照

作成画面
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──

申告書終了確認画面 参照
所得区分画面 参照
所得区分ごとの売上（収入）・免税売上・非課税売上等の金額の入
力画面

参照

事業所得(営業等)の売上に係る対価の返還等画面 参照
事業所得(農業)の売上に係る対価の返還等画面 参照
不動産取得の収入に係る対価の返還等画面 参照
山林・雑所得の収入に係る対価の返還等画面 参照
譲渡所得の収入に係る対価の返還等画面 参照
所得区分ごとの決算額等の入力（事業所得(営業等)）画面 参照
所得区分ごとの決算額等の入力（事業所得(農業)）画面 参照
所得区分ごとの決算額等の入力(不動産)画面 参照
所得区分ごとの決算額等の入力(山林・雑)画面 参照
所得区分ごとの決算額等の入力(固定資産)画面 参照
事業所得(営業等)の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
農業所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
不動産所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
山林・雑所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
譲渡所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
業務用資産の購入に係る対価の返還等・貸倒れ金額等画面 参照
中間納付税額の入力画面 参照
仕入控除税額に関する明細書画面 参照
計算結果の確認画面 参照
補完入力画面 参照
住所等の入力画面 参照
申告書送付確認画面 参照
申告書の印刷画面 参照
電子申告用ファイルの出力 参照
所得区分画面 参照
所得区分ごとの課税・非課税・免税・不課税売上金額の入力画面 参照
事業所得(営業等)の売上に係る対価の返還等画面 参照
事業所得(農業)の売上に係る対価の返還等画面 参照
不動産取得の収入に係る対価の返還等画面 参照
山林・雑所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
譲渡所得の収入に係る対価の返還等画面 参照
所得区分ごとの課税取引金額の計算(営業等)画面 参照
所得区分ごとの課税取引金額の計算(農業)画面 参照
所得区分ごとの課税取引金額の計算(不動産)画面 参照
所得区分ごとの課税取引金額の計算(山林・雑所得) 画面 参照
所得区分ごとの課税取引金額の計算(固定資産)画面 参照
事業所得(営業等)の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額画面 参照
事業所得(農業)の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額画面 参照
不動産所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額画面 参照
山林・雑所得の仕入に係る対価の返還等・貸倒れ金額画面 参照
業務用資産の購入に係る対価の返還等・貸倒れ金額画面 参照
中間納付税額の入力画面 参照
仕入控除税額に関する明細書画面 参照
計算結果の確認画面 参照
補完入力画面 参照
住所等の入力画面 参照
申告書送付確認画面 参照
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参照・更新パターンシステム名 システム機能

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9
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申告書の印刷画面 参照
電子申告用ファイルの出力 参照
所得区分画面 参照
事業区分画面 参照
所得(事業)区分ごとの売上（収入）・免税売上・非課税売上等の金
額の入力画面

参照

事業所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
農業所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
不動産所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
雑所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
山林所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
譲渡所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
中間納付税額等の入力画面 参照
計算結果の確認画面 参照
補完入力画面 参照
住所等の入力画面 参照
申告書送付要否確認画面 参照
申告書の印刷画面 参照
電子申告用ファイルの出力  画面 参照
所得区分画面 参照
事業区分画面 参照
所得(事業)区分ごとの課税・非課税・免税・不課税売上金額の入力
画面

参照

事業所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
農業所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
不動産所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
雑所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
山林所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
譲渡所得の売上に係る対価の返還等画面 参照
中間納付税額の入力画面 参照
計算結果の確認画面 参照
補完入力画面 参照
住所等の入力画面 参照
申告書送付要否確認画面 参照
申告書の印刷画面 参照
電子申告ファイルの作成画面 参照
消費税及び地方消費税の申告書(一般用) 参照
消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用) 参照
付表２　課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 参照
付表５　控除対象仕入税額の計算表 参照
仕入控除税額に関する明細書(個人事業者用) 参照
課税取引金額計算表(事業所得用) 参照
課税取引金額計算表(不動産所得用) 参照
課税取引金額計算表(農業所得用) 参照
課税売上高計算表 参照
課税仕入高計算表 参照

出力帳票
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システム名 システム機能 参照・更新パターン
庁分散システム 法定資料等検収システム 参照

局還元システム 局ＯＡセンターマスター作成 参照
地方庁連絡システム 法人税 参照

各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
調査支援 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
調査支援 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
調査支援 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
調査支援 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
調査支援 参照
各種事績等管理 参照
各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
調査支援 参照
各種名簿作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照

福岡局データ還元システム 各種名簿作成 参照
各種集計表作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
調査支援 参照
各種名簿作成 参照
はがき・ワッペン等作成 参照
各種事績等管理 参照

国税局ＯＡセンタシステム

局独自システム 札幌局データ還元システム

仙台局データ還元システム

関東信越局データ還元システム

東京局データ還元システム

名古屋局データ還元システム

金沢局データ還元システム

大阪局データ還元システム

広島局データ還元システム

高松局データ還元システム

熊本局データ還元システム

沖縄事務所データ還元システム

共通システム

現行体系 情報システム機能構成図
業務名（Lv0）

国税関係業務

資料番号 版数
0.9

日付 作成者
──
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