（別添２）特定個人情報ファイル記録項目
全記録項目数 9,850項目
共通あて名 《記録項目599項目》
【個人番号レコード】 《記録項目16項目》
納税者番号、個⼈番号、団体内統合宛名番号、履歴番号、申請⽇、登録⽇、登録元事務所コード、登録元担当課コード、登録元業務コード、登録元税⽬コード、登
録元徴収番号、表示フラグ、印字フラグ、確認状況区分、確認日、確認元コード
【納税者レコード】 《記録項目82項目》
納税者番号、人格区分コード、カナ氏名又は名称、都道府県コード、市区郡町村コード、大字通称コード、字丁目コード、法人格等組織コード、法人格組織前後コード、
漢字⽒名⼜は名称、⽒名⼜は名称オーバ区分、漢字住所、番地、⽅書、住所⼜は所在地オーバ区分、郵便番号１、郵便番号２、電話番号、⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉
日、性別、マイナンバー個人、マイナンバー法人、統合あて名番号、保有台数、代表氏名、代表氏名又は名称オーバ区分、代表者住所都道府県コード、代表者住所市区
郡町村コード、代表者住所大字通称コード、代表者住所字丁目コード、代表者漢字住所、代表者住所番地、代表者住所方書、代表者住所又は所在地オーバ区分、
代表者複数⼈マーク、代表者郵便番号１、代表者郵便番号２、検査証住所都道府県コード、検査証住所市区郡町村コード、検査証住所⼤字通称コード、検査証住
所字丁⽬コード、検査証住所漢字住所、検査証住所番地、検査証住所⽅書、検査証住所郵便番号１、検査証住所郵便番号２、検査証住所電話番号、⾃動⾞送
付先都道府県コード、⾃動⾞送付先市区郡町村コード、⾃動⾞送付先⼤字通称コード、⾃動⾞送付先字丁⽬コード、⾃動⾞送付先漢字住所、⾃動⾞送付先番地、
⾃動⾞送付先⽅書、⾃動⾞送付先郵便番号１、⾃動⾞送付先郵便番号２、⾃動⾞送付先電話番号、⾃動⾞送付先更新年⽉⽇、⾃動⾞返戻区分、⾃動⾞還付
⼝座有無フラグ、⾃動⾞納税⼝座有無フラグ、現事務所コード、注意コード、集合納付区分、検索⽤カナ⽒名⼜は名称、検索⽤納税者漢字⽒名、検索⽤代表者漢字
⽒名、名寄せ不可フラグ、⾮表⽰フラグ、納税者状態コード、統合先納税者番号、代表税⽬、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更区分コード、異動事務所コード、
異動課コード、納税者名称変更年⽉⽇、納税者住所変更年⽉⽇、作業年⽉⽇、課税場所件数、履歴番号
【納税者履歴レコード】 《記録項⽬82項⽬》
納税者番号、人格区分コード、カナ氏名又は名称、都道府県コード、市区郡町村コード、大字通称コード、字丁目コード、法人格等組織コード、法人格組織前後コード、
漢字⽒名⼜は名称、⽒名⼜は名称オーバ区分、漢字住所、番地、⽅書、住所⼜は所在地オーバ区分、郵便番号１、郵便番号２、電話番号、⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉
日、性別、マイナンバー個人、マイナンバー法人、統合あて名番号、保有台数、代表氏名、代表氏名又は名称オーバ区分、代表者住所都道府県コード、代表者住所市区
郡町村コード、代表者住所大字通称コード、代表者住所字丁目コード、代表者漢字住所、代表者住所番地、代表者住所方書、代表者住所又は所在地オーバ区分、
代表者複数⼈マーク、代表者郵便番号１、代表者郵便番号２、検査証住所都道府県コード、検査証住所市区郡町村コード、検査証住所⼤字通称コード、検査証住
所字丁⽬コード、検査証住所漢字住所、検査証住所番地、検査証住所⽅書、検査証住所郵便番号１、検査証住所郵便番号２、検査証住所電話番号、⾃動⾞送
付先都道府県コード、⾃動⾞送付先市区郡町村コード、⾃動⾞送付先⼤字通称コード、⾃動⾞送付先字丁⽬コード、⾃動⾞送付先漢字住所、⾃動⾞送付先番地、
⾃動⾞送付先⽅書、⾃動⾞送付先郵便番号１、⾃動⾞送付先郵便番号２、⾃動⾞送付先電話番号、⾃動⾞送付先更新年⽉⽇、⾃動⾞返戻区分、⾃動⾞還付
⼝座有無フラグ、⾃動⾞納税⼝座有無フラグ、現事務所コード、注意コード、集合納付区分、検索⽤カナ⽒名⼜は名称、検索⽤納税者漢字⽒名、検索⽤代表者漢字
⽒名、名寄せ不可フラグ、⾮表⽰フラグ、納税者状態コード、統合先納税者番号、代表税⽬、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更区分コード、異動事務所コード、
異動課コード、納税者名称変更年⽉⽇、納税者住所変更年⽉⽇、作業年⽉⽇、課税場所件数、履歴番号
【課税場所レコード】 《記録項目72項目》
徴収番号、特徴者番号、会社法⼈番号、登録番号、検索⽤登録番号下４桁、検索⽤カナ⽒名⼜は名称、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁
⽬コード、事務所コード、税⽬コード、検索⽤漢字⽒名⼜は名称、屋号、営業所⼜は事務所、漢字住所、住所⼜は所在地オーバ区分、番地、⽅書、郵便番号１、郵便
番号２、電話番号区分１、電話番号１、電話番号区分２、電話番号２、業種コード、送付先区分、送付先法人格等組織コード、送付先法人格組織前後コード、送
付先漢字氏名又は名称、送付先氏名又は名称オーバ区分、送付先屋号、送付先営業所又は事務所、送付先都道府県コード、送付先市区郡町村コード、送付先大字
通称コード、送付先字丁⽬コード、送付先漢字住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先住所⼜は所在地オーバ区分、送付先郵便番号１、送付先郵便番号２、送付
先電話番号区分、送付先電話番号、事業開始年⽉⽇、事業開始申請⽇、廃業年⽉⽇、廃業申請⽇、課税場所状態コード、除却年⽉⽇、除却理由コード、返戻区
分、納税⼝座有無、奨励⾦還付⼝座有無、還付⼝座有無、補助記録有無、徴収猶予課税有無、納付納⼊有無、連帯納税義務者等の有無コード、主たる納税者番
号、法⼈届出番号、連帯納税義務者等納付書出⼒区分、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更区分コード、旧事務所コード、⼊⼒事務所コード、⼊⼒課、電⼦申
告区分、作業年⽉⽇、履歴番号
【課税場所履歴レコード】 《記録項⽬76項⽬》
徴収番号、特徴者番号、会社法⼈番号、登録番号、検索⽤登録番号下４桁、検索⽤カナ⽒名⼜は名称、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁
⽬コード、事務所コード、税⽬コード、検索⽤漢字⽒名⼜は名称、屋号、営業所⼜は事務所、漢字住所、住所⼜は所在地オーバ区分、番地、⽅書、郵便番号１、郵便
番号２、電話番号区分１、電話番号１、電話番号区分２、電話番号２、業種コード、送付先区分、送付先法人格等組織コード、送付先法人格組織前後コード、送
付先漢字氏名又は名称、送付先氏名又は名称オーバ区分、送付先屋号、送付先営業所又は事務所、送付先都道府県コード、送付先市区郡町村コード、送付先大字
通称コード、送付先字丁⽬コード、送付先漢字住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先住所⼜は所在地オーバ区分、送付先郵便番号１、送付先郵便番号２、送付
先電話番号区分、送付先電話番号、事業開始年⽉⽇、事業開始申請⽇、廃業年⽉⽇、廃業申請⽇、課税場所状態コード、除却年⽉⽇、除却理由コード、返戻区
分、納税⼝座有無、奨励⾦還付⼝座有無、還付⼝座有無、補助記録有無、徴収猶予課税有無、納付納⼊有無、連帯納税義務者等の有無コード、主たる納税者番
号、法⼈届出番号、連帯納税義務者等納付書出⼒区分、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更区分コード、旧事務所コード、⼊⼒事務所コード、⼊⼒課、電⼦申
告区分、作業年⽉⽇、履歴番号、履歴作成時納税者カナ⽒名⼜は名称、履歴作成時納税者漢字⽒名⼜は名称、履歴作成時納税者法⼈格等組織コード、履歴作成
時納税者法人格組織前後
【連帯納税義務者等レコード】 《記録項目32項目》
連帯納税義務者等番号、連帯納税義務者等レコード区分、開始年⽉⽇、終了年⽉⽇、合併元納税者法⼈格等組織コード、合併元納税者法⼈格組織前後コード、合
併元納税者漢字名称、合併元氏名又は名称オーバ区分、合併元納税者カナ名称、被相続人納税者番号、返戻区分、送付先区分、送付先法人格等組織コード、送
付先法人格組織前後コード、送付先漢字氏名又は名称、送付先氏名又は名称オーバ区分、送付先屋号、送付先営業所又は事務所、送付先都道府県コード、送付先
市区郡町村コード、送付先⼤字通称コード、送付先字丁⽬コード、送付先漢字住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先住所⼜は所在地オーバ区分、送付先郵便番
号１、送付先郵便番号２、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更コード、作業年⽉⽇
【連帯納税義務者等履歴レコード】 《記録項⽬32項⽬》
連帯納税義務者等番号、連帯納税義務者等レコード区分、開始年⽉⽇、終了年⽉⽇、合併元納税者法⼈格等組織コード、合併元納税者法⼈格組織前後コード、合
併元納税者漢字名称、合併元氏名又は名称オーバ区分、合併元納税者カナ名称、被相続人納税者番号、返戻区分、送付先区分、送付先法人格等組織コード、送
付先法人格組織前後コード、送付先漢字氏名又は名称、送付先氏名又は名称オーバ区分、送付先屋号、送付先営業所又は事務所、送付先都道府県コード、送付先
市区郡町村コード、送付先⼤字通称コード、送付先字丁⽬コード、送付先漢字住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先住所⼜は所在地オーバ区分、送付先郵便番
号１、送付先郵便番号２、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録変更コード、作業年⽉⽇

【返戻履歴レコード】 《記録項⽬28項⽬》
返戻番号、返戻理由コード、発送年⽉⽇、返戻年⽉⽇、返戻帳票コード、返戻対象納税者番号、送付先区分、送付先法⼈格等組織コード、送付先法⼈格組織前後
コード、送付先漢字氏名又は名称、送付先氏名又は名称オーバ区分、送付先屋号、送付先営業所又は事務所、送付先都道府県コード、送付先市区郡町村コード、送
付先⼤字通称コード、送付先字丁⽬コード、送付先漢字住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先住所⼜は所在地オーバ区分、処置年⽉⽇、事務所コード、所在調査
結果区分、⾞両番号、年度、課税区分コード、連番
【口座番号レコード】 《記録項目13項目》
納税者番号、徴収番号、⼝座番号レコード区分、銀⾏コード、⽀店コード、銀⾏名、⽀店名、預⾦種別コード、⼝座番号、⼝座名義⼈、開始年⽉⽇、終了年⽉⽇、⼝
振確認書区分
【名寄せ履歴レコード】 《記録項⽬9項⽬》
レコード区分、変更前納税者番号、変更後納税者番号、徴収番号、復元済みフラグ、あて名統合年⽉⽇、レコードＩＤ、レコードキー情報１、レコードキー情報２
【補助記録レコード】 《記録項目7項目》
徴収番号、記録事務所コード、記録コード１、記録コード２、記録内容１、記録内容２、記録内容３
【受付情報レコード】 《記録項目52項目》
到達番号、⾞両番号、納税義務者番号、カナ⽒名、漢字⽒名、代表者漢字⽒名、⽣年⽉⽇、法⼈格組織コード、法⼈格前後区分、旧住所コード、旧都道府県名、旧
市区郡町村名、旧⼤字通称名、旧字丁⽬名、旧番地、旧⽅書、旧郵便番号、新住所コード、新都道府県名、新市区郡町村名、新⼤字通称名、新字丁⽬名、新番
地、新⽅書、新郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、問合番号、⾞台番号、登録番号、保有台数、納付書送付フラグ、更新後住所コード、更新後具体
名、更新後番地、更新後⽅書、更新後郵便番号、更新後電話番号、更新後⽣年⽉⽇、更新後現事務所コード、受付事務所コード、⼊⼒事務所コード、エラーコード
１、エラーコード２、エラーコード３、エラーコード４、更新フラグ、削除フラグ、削除年⽉⽇、受付年⽉⽇、更新年⽉⽇
【法⼈合併情報管理レコード】 《記録項⽬4項⽬》
合併元納税者番号、合併先納税者番号、作業年⽉⽇、合併の⽇
【電子申告番号レコード】 《記録項目5項目》
納税者ＩＤ、税⽬コード、徴収番号、納税者番号、作業年⽉⽇
【名寄せ候補レコード】 《記録項目10項目》
更新区分、徴収番号、元の納税者番号、元の注意コード、新の納税者番号、税⽬、更新事務所コード、更新課コード、更新事由コード、更新年⽉⽇
【返戻調定レコード】 《記録項目48項目》
作成単位、返戻⼊⼒登録番号、最新登録番号、課税区分コード、納税者番号、元事務所コード、滞票発⾏事務所コード、ディーラーコード、新規発⽣年⽉⽇、前回発
付年⽉⽇、前回納期限、送達コード、変更発付年⽉⽇、変更納期限、当初賦課額、現在調定額、本税未納額、延滞⾦未納額、返戻番号、徴収番号、カナ⽒名、法
⼈格組織コード、法⼈格前後区分、漢字⽒名、府内府外区分、送付先住所コード、町役場⽀所コード、送付先具体名、送付先番地、送付先⽅書、送付先郵便番号、
送付先事務所コード、電話番号、設⽴⼜は⽣年⽉⽇、再送公⽰フラグ、納税者変更年⽉⽇、法⼈個⼈区分、カタカナ⽒名区分、返戻台数、整理番号１、整理番号
２、ＳＯＲＴ⽤整理番号、返戻年⽉⽇、返戻再返戻区分、オンラインバッチ区分、返戻⼊⼒年⽉⽇、賦課時事務所、督促発付済フラグ
【返戻削除レコード】 《記録項目15項目》
データ区分、⾞両番号、年度、連番、最新登録番号、課税区分コード、納税者番号、元事務所コード、督促送達コード、本税未納額、延滞⾦未納額、督促返戻年⽉
⽇、返戻調定削除フラグ、返戻調定削除年⽉⽇、予備１
【個⼈番号履歴レコード】 《記録項⽬16項⽬》
納税者番号、個⼈番号、団体内統合宛名番号、履歴番号、申請⽇、登録⽇、登録元事務所コード、登録元担当課コード、登録元業務コード、登録元税⽬コード、登
録元徴収番号、表示フラグ、印字フラグ、確認状況区分、確認日、確認元コード

個人事業税 《記録項目664項目》
【所得年レコード】 《記録項⽬59項⽬》
事務所コード、徴収番号、所得年、課税すべき年度、被相続⼈徴収番号、事業期間始期、事業期間終期、事業⽉数、処理区分コード、⻘⽩区分、所得税コード、主た
る業種コード、不動産所得業種コード、決議年⽉⽇、第１種５、第１種５不動産業、第２種４、第３種５、第３種３、⽀店個⼈、確定税額、予納額、減免額、収納
すべき税額、相続内訳有無、総所得⾦額、事業所得⾦額、不動産所得⾦額、所得税専従者控除額、事業税専従者数、事業税専従者控除額、事業⽤資産譲渡損
失控除額、⻘⾊申告特別控除額、事業⻘⾊申告特別控除額、不動産⻘⾊申告特別控除額、繰越損失⾦額、繰越被災損失⾦額、繰越事業⽤資産の譲渡損失⾦
額、損⾦、益⾦、海外取引特別控除額、事業主控除額、特例控除額、兼業所得第１種、兼業所得第２種、兼業所得第３種５、兼業所得第３種３、事業総収⼊
⾦額、事業課税対象収⼊⾦額、事業課税対象外収⼊⾦額、不動産総収⼊⾦額、不動産課税対象収⼊⾦額、不動産課税対象外収⼊⾦額、船舶航空機該当所得
⾦額、コメント、納期分割フラグ、医業⽤資産譲渡損失控除額、旧事務所コード、国税処理年⽉⽇
【賦課レコード】 《記録項目16項目》
徴収番号、所得年、期別、課税年度、決議調定年⽉⽇、申告処理コードＧ、申告区分、期区分、納期限、作業年⽉⽇、税額、国税処理年⽉⽇、徴収課税作成済フ
ラグ、調定集計済フラグ、納付書作成済フラグ、賦課⼊⼒区分
【非課税レコード】 《記録項目11項目》
調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、調定集計済フラグ、レコード状態、⾮課税コード、⾮課税所得⾦額、医業に係る総収⼊⾦額、社会保険収⼊⾦額、医業に係る総所得⾦額、
⾮課税所得⾦額医業、計算フラグ
【分割レコード】 《記録項目20項目》
調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、調定集計済フラグ、レコード状態、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コード、住所、番地、⽅書、郵便番号１、郵
便番号２、事業所名称、従業員総数、各従業員数、課税標準額１種、課税標準額２種、課税標準額３種５、課税標準額３種３

【相続内訳レコード】 《記録項目5項目》
相続⼈徴収番号、承継分割合分⼦、承継分割合分⺟、承継義務開始年⽉⽇、承継義務終了年⽉⽇
【所得年履歴レコード】 《記録項⽬59項⽬》
事務所コード、徴収番号、所得年、課税すべき年度、被相続⼈徴収番号、事業期間始期、事業期間終期、事業⽉数、処理区分コード、⻘⽩区分、所得税コード、主た
る業種コード、不動産所得業種コード、決議年⽉⽇、第１種５、第１種５不動産業、第２種４、第３種５、第３種３、⽀店個⼈、確定税額、予納額、減免額、収納
すべき税額、相続内訳有無、総所得⾦額、事業所得⾦額、不動産所得⾦額、所得税専従者控除額、事業税専従者数、事業税専従者控除額、事業⽤資産譲渡損
失控除額、⻘⾊申告特別控除額、事業⻘⾊申告特別控除額、不動産⻘⾊申告特別控除額、繰越損失⾦額、繰越被災損失⾦額、繰越事業⽤資産の譲渡損失⾦
額、損⾦、益⾦、海外取引特別控除額、事業主控除額、特例控除額、兼業所得第１種、兼業所得第２種、兼業所得第３種５、兼業所得第３種３、事業総収⼊
⾦額、事業課税対象収⼊⾦額、事業課税対象外収⼊⾦額、不動産総収⼊⾦額、不動産課税対象収⼊⾦額、不動産課税対象外収⼊⾦額、船舶航空機該当所得
⾦額、コメント、納期分割フラグ、医業⽤資産譲渡損失控除額、旧事務所コード、国税処理年⽉⽇
【国税番号レコード】 《記録項目3項目》
徴収番号、税務署コード、国税資料番号
【国税番号履歴レコード】 《記録項⽬3項⽬》
税務署コード、国税資料番号、異動年⽉⽇
【資料宛名レコード】 《記録項⽬90項⽬》
所得年、資料番号、国税番号、利⽤者識別番号、国税⽒名⼜は名称カナ、国税⽒名⼜は名称漢字、国税郵便番号１、国税郵便番号２、国税都道府県コード、国税
市区郡町村コード、国税⼤字通称コード、国税字丁⽬コード、国税住所エラーフラグ、国税住所全体、国税住所、国税番地⽅書、国税屋号、国税電話番号、国税⽣年
⽉⽇、国税性別、国税事業所郵便番号１、国税事業所郵便番号２、国税事業所都道府県コード、国税事業所市区郡町村コード、国税事業所⼤字通称コード、国税
事業所字丁目コード、国税事業所住所エラーフラグ、国税事業所住所全体、国税事業所住所、国税事業所番地方書、納税者番号、納税者氏名又は名称カナ、納税
者都道府県コード、納税者市区郡町村コード、納税者大字通称コード、納税者字丁目コード、納税者氏名又は名称漢字、納税者住所漢字、納税者番地、納税者方
書、納税者郵便番号１、納税者郵便番号２、納税者電話番号、納税者⽣年⽉⽇、納税者性別、徴収番号、課税場所都道府県コード、課税場所市区郡町村コード、
課税場所⼤字通称コード、課税場所字丁⽬コード、課税場所屋号、課税場所住所、課税場所郵便番号１、課税場所郵便番号２、課税場所番地、課税場所⽅書、
課税場所電話番号区分、課税場所電話番号、送付先区分、送付先漢字⽒名⼜は名称、送付先屋号、送付先郵便番号１、送付先郵便番号２、送付先都道府県
コード、送付先市区郡町村コード、送付先大字通称コード、送付先字丁目コード、送付先住所漢字、送付先番地、送付先方書、送付先電話番号区分、送付先電話番
号、事務所コード、業種コード、事業開始年⽉⽇、廃業年⽉⽇、状態コード、移牒先事務所コード、移牒先府県コード、前回資料番号、本更新フラグ、⼿⼊⼒フラグ、他
府県移牒帳票出⼒フラグ、エラーフラグ、異動年⽉⽇、異動事由コード、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、旧事務所コード、移牒先旧事務所コード

【資料所得年レコード】 《記録項⽬85項⽬》
資料番号、国税番号、処理内訳区分、決定フラグ、グループコード、ＫＳＫ区分、本更新フラグ、賦課予定資料出⼒フラグ、前回資料番号、撤回フラグ、⼿⼊⼒フラグ、決
算書⼀般、決算書不動産、決算書医師⻭科医⽤、内訳書⼀般⽤、内訳書不動産、内訳書医師⻭科医⽤、エラーフラグ１、エラーフラグ２、エラーフラグ３、エラーフラグ
４、エラーフラグ５、本更新処理予定⽇、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、余⽩１、事務所コード、徴収番号、所得年、課税すべき年度、被相続⼈徴収番号、事業期間始
期、事業期間終期、事業⽉数、処理区分コード、⻘⽩区分、所得税コード、主たる業種コード、不動産所得業種コード、決議年⽉⽇、第１種５、第１種５不動産業、
第２種４、第３種５、第３種３、⽀店個⼈、確定税額、予納額、減免額、収納すべき税額、相続内訳有無、総所得⾦額、事業所得⾦額、不動産所得⾦額、所得税
専従者控除額、事業税専従者数、事業税専従者控除額、事業⽤資産譲渡損失控除額、⻘⾊申告特別控除額、事業⻘⾊申告特別控除額、不動産⻘⾊申告特別
控除額、繰越損失⾦額、繰越被災損失⾦額、繰越事業⽤資産の譲渡損失⾦額、損⾦、益⾦、海外取引特別控除額、事業主控除額、特例控除額、兼業所得第１
種、兼業所得第２種、兼業所得第３種５、兼業所得第３種３、事業総収⼊⾦額、事業課税対象収⼊⾦額、事業課税対象外収⼊⾦額、不動産総収⼊⾦額、不動
産課税対象収⼊⾦額、不動産課税対象外収⼊⾦額、船舶航空機該当所得⾦額、コメント、納期分割フラグ、医業⽤資産譲渡損失控除額、旧事務所コード、国税処
理年⽉⽇
【資料賦課レコード】 《記録項⽬16項⽬》
徴収番号、所得年、期別、課税年度、決議調定年⽉⽇、申告処理コードＧ、申告区分、期区分、納期限、作業年⽉⽇、税額、国税処理年⽉⽇、徴収課税作成済フ
ラグ、調定集計済フラグ、納付書作成済フラグ、賦課⼊⼒区分
【資料⾮課税レコード】 《記録項⽬11項⽬》
調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、調定集計済フラグ、レコード状態、⾮課税コード、⾮課税所得⾦額、医業に係る総収⼊⾦額、社会保険収⼊⾦額、医業に係る総所得⾦額、
⾮課税所得⾦額医業、計算フラグ
【資料分割レコード】 《記録項⽬20項⽬》
調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、調定集計済フラグ、レコード状態、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コード、住所、番地、⽅書、郵便番号１、郵
便番号２、事業所名称、従業員総数、各従業員数、課税標準額１種、課税標準額２種、課税標準額３種５、課税標準額３種３
【資料相続内訳レコード】 《記録項⽬5項⽬》
相続⼈徴収番号、承継分割合分⼦、承継分割合分⺟、承継義務開始年⽉⽇、承継義務終了年⽉⽇
【国税番号管理レコード】 《記録項⽬7項⽬》
国税番号、所得年、内部国税番号、徴収番号、移牒先事務所コード、移牒先府県コード、作業年⽉⽇
【個人ＤＢキーレコード】 《記録項目6項目》
徴収番号、所得年、決議年⽉⽇、復元フラグ、削除年、指⽰フラグ
【ｅＴＡＸ紐付レコード】 《記録項⽬3項⽬》
利⽤者識別番号、国税番号、作業年⽉⽇
【損失管理レコード】 《記録項⽬6項⽬》
国税番号、徴収番号、所得年、総所得⾦額、不動産所得⾦額、⻘⾊申告特別控除額
【他府税移牒情報レコード】 《記録項目4項目》
国税番号、事務所コード、移牒先事務所コード、作業年⽉⽇

【納税者名簿レコード】 《記録項目22項目》
国税番号、徴収番号、事務所コード、担当者コード、納税者⽒名、納税者⽒名カナ、当初納税者⽒名、当初納税者⽒名カナ、納税者郵便番号、納税者住所１、納税
者住所２、納税者屋号、送付先郵便番号、送付先住所１、送付先住所２、送付先屋号、業種コード、業種名、移牒先府県コード、移牒先更新年⽉⽇、備考、更新
年⽉⽇
【照会調査レコード】 《記録項目11項目》
国税番号、所得年、不動産調査、業種調査、社保調査、不動産帳票整理番号、業種帳票整理番号、社保帳票整理番号、不動産帳票印刷フラグ、業種帳票印刷フラ
グ、社保帳票印刷フラグ
【繰越損失整理台帳レコード】 《記録項⽬10項⽬》
国税番号、所得年、国税営業所得、国税不動産所得、国税⻘申控除、個⼈事業所得、個⼈不動産所得、個⼈譲渡所得、国税情報更新⽇、事業税情報更新⽇
【不動産所得内訳整理簿レコード】 《記録項⽬21項⽬》
国税番号、所得年、住宅棟数、住宅室数、住宅以外棟数、住宅以外室数、貸付建物延床⾯積、貸付建物賃貸収⼊⾦額、住宅⼟地貸付件数、住宅⼟地貸付⾯
積、住宅以外⼟地貸付件数、建築物駐⾞場、建築物以外駐⾞場、駐⾞場⾯積、収⼊、所得、⻘⾊申告特別控除額、判定資料、調査年⽉⽇、調査内容事跡、画⾯
更新年⽉⽇
【調査結果レコード】 《記録項目8項目》
国税番号、所得年、調査年⽉、調査対象、調査⽅法、調査内容事跡、不動産貸付連動、結果
【繰越損失備考レコード】 《記録項目2項目》
国税番号、備考
【不動産所得按分レコード】 《記録項⽬15項⽬》
レコード区分、レコード状態、資料番号、国税番号、所得年、徴収番号、決議年⽉⽇、事業所得⾦額、不動産総収⼊⾦額、不動産所得⾦額、不動産該当収⼊⾦額、
船舶航空機該当収⼊⾦額、不動産⾮該当収⼊⾦額、事業所得⻘申特別控除額、不動産所得⻘申特別控除額
【事業所得按分レコード】 《記録項目13項目》
レコード区分、レコード状態、資料番号、国税番号、所得年、徴収番号、決議年⽉⽇、事業総収⼊⾦額、事業所得⾦額、⻘⾊申告特別控除額、課税対象収⼊⾦額、
課税対象外収⼊⾦額、課税対象外収⼊⾦額明細
【社会保険収入計算レコード】 《記録項目10項目》
国税番号、所得年、⻘⽩区分コード、租税特別措置法有無、社保診療収⼊額、医業等総収⼊額、医業等総所得⾦額、医業等以外所得、⻘申特別控除額、事業譲
渡損失額
【情報管理国税番号履歴レコード】 《記録項⽬2項⽬》
国税番号、旧国税番号
【賦課口座レコード】 《記録項目121項目》
徴収番号、主たる納税者番号、事務所コード、事務所名、⽒名、屋号、郵便番号、住所、番地、⽅書、業種コード、業種名、納貯組合番号、⼀括区分、銀⾏コード、⽀
店コード、銀⾏名、⽀店名、預⾦種別、⼝座番号、被相続⼈徴収番号、相続データ区分、所得年、課税すべき年度、課税年度、決議調定年⽉⽇、⻘⽩区分、兼業有
無、減免区分、申告区分、期区分、期別、納期限、期税額、事業税事業専従者控除額、所得⾦額、繰越控除額、事業⽤資産譲渡損失控除額、特例控除額、事業
主控除額、課税所得⾦額、算出税額、減免税額、差引税額、最終年税額、今回決定課税標準額１、今回決定税額１、既決定課税標準額１、既決定税額１、今
回決定課税標準額２、今回決定税額２、既決定課税標準額２、既決定税額２、今回決定課税標準額３、今回決定税額３、既決定課税標準額３、既決定税額
３、今回決定課税標準額４、今回決定税額４、既決定課税標準額４、既決定税額４、賦課レコードＰＧＣＳ、所得税収⼊⾦額営業、所得税収⼊⾦額不動産、事
業税対象収⼊⾦額営業、事業税対象収⼊⾦額不動産、所得税所得⾦額営業、所得税所得⾦額不動産、課税対象所得⾦額営業、課税対象所得⾦額不動産、⻘
⾊申告特別控除営業、⻘⾊申告特別控除不動産、所得税専従控除額、所得⾦額加算その他、事業税専従控除額、所得⾦額減算その他、事業資産譲渡損失⾦
額、損失繰越控除額、被災事業資産損失繰越控除額、事業資産譲渡損失繰越控除額、計算事業主控除額、⾮課税所得⾦額、課税標準額１、課税標準種別１、
課税標準種別種１、課税標準税率１、課税標準税率率１、課税標準額２、課税標準種別２、課税標準種別種２、課税標準税率２、課税標準税率率２、課税標
準額３、課税標準種別３、課税標準種別種３、課税標準税率３、課税標準税率率３、課税標準額４、課税標準種別４、課税標準種別種４、課税標準税率４、
課税標準税率率４、年税額、減免額、既決定額、税額、不動産判定フラグ、旧⾮課税判定フラグ、過年度廃業フラグ、申告処理コード、送付先住所、送付先番地、送
付先⽅書、送付先屋号、かな名称、市内特別区分、市内特別区分２、送付先区分、当⽉納期限対象フラグ、⼝座名義⼈、アンマッチ理由種別

不動産取得税 《記録項目1,995項目》
【賦課レコード】 《記録項目47項目》
課税年度、課税⽉、徴収番号、納税者番号、登記所コード、市区郡町村コード、事務所コード、登記受付番号または整理番号、作業年⽉⽇、登記受付年⽉⽇、取得
理由、取得年⽉⽇、⼊⼒区分、現年過年区分、共有者数、⼟地筆数、家屋棟数、軽減コード、住宅床⾯積、新築年⽉⽇、既存住宅サイン、減額控除対象持分分
⼦、減額控除対象持分分⺟、宅建業者等サイン、決裁保留フラグ、結果⼊⼒フラグ、賦課オンリーフラグ、徴収猶予フラグ、納期限延⻑フラグ、納通発送済フラグ、決議内
訳書指⽰フラグ、決議書甲発送フラグ、徴収猶予保留フラグ、相続フラグ、滞繰フラグ、原始作成フラグ、登記省略フラグ、特定附帯設備フラグ、承認フラグ、発送中断フラグ
予告、配信フラグ予告、発送中断フラグ納通、配信フラグ納通、余⽩１、主たる物件種別⼟地、旧事務所コード、整理番号
【土地明細レコード】 《記録項目15項目》
登記所コード、登記受付番号、⼦番号、物件種別コード、地積、住宅⽤宅地地積、持分価格等コード、台帳登録価格または評価額千、持分価格、住宅⽤宅地価格、
持分地積、物件の取得持分分⼦、物件の取得持分分⺟、マンション等⼟地持分分⼦、マンション等⼟地持分分⺟

【家屋レコード】 《記録項目86項目》
登記所コード、登記受付番号または整理番号、⼦番号、取得年⽉⽇、物件種別コード、物件の取得持分分⼦、物件の取得持分分⺟、取得理由、床⾯積合計、床⾯積
住宅部分、床⾯積その他部分、持分床⾯積合計、持分床⾯積住宅部分、持分床⾯積その他部分、台帳登録価格合計千円、台帳登録価格住宅、台帳登録価格其
他、既存住宅部分床⾯積、共同住宅⼾数１、共同住宅専有⾯積１、共同住宅⼾数２、共同住宅専有⾯積２、共同住宅⼾数３、共同住宅専有⾯積３、共同住宅
⼾数４、共同住宅専有⾯積４、共同住宅⼾数５、共同住宅専有⾯積５、共同住宅⼾数６、共同住宅専有⾯積６、共同住宅⼾数７、共同住宅専有⾯積７、共同
住宅⼾数売、共同住宅専有⾯積売、共同住宅⼾数売、共同住宅専有⾯積売、共同住宅⼾数１売、共同住宅専有⾯積１売、共同住宅⼾数１１、共同住宅専有
⾯積１１、共同住宅⼾数１２、共同住宅専有⾯積１２、共同住宅⼾数合計、共同住宅専有⾯積合計、マンション番号、棟番、室番号、売れ残り区分、決定価格適
⽤事由家屋、決定価格住宅部分千円、決定価格その他部分千円、決定価格合計千円、控除適⽤条項家屋１、控除額住宅部分１、控除額その他部分１、控除額
合計１、控除適⽤条項家屋２、控除額住宅部分２、控除額その他部分２、控除額合計２、住宅控除適⽤⼾数、免税件数家屋、免税額住宅部分、免税額その他部
分、免税額合計、課税標準額住宅部分、課税標準額その他部分、課税標準額合計、税額住宅部分、税額その他部分、税額合計、減額減免適⽤条項家屋１、減額
減免額住宅部分１、減額減免額その他部分１、減額減免額合計１、減額減免適⽤条項家屋２、減額減免額住宅部分２、減額減免額その他部分２、減額減免額
合計２、減額減免適⽤条項家屋３、減額減免額住宅部分３、減額減免額その他部分３、減額減免額合計３、差引税額住宅部分、差引税額その他部分、差引税
額合計
【税額履歴レコード】 《記録項⽬78項⽬》
作業年⽉⽇、課税年度、決議理由コード、決議番号、決議年⽉⽇、発送年⽉⽇、納期限、申告コード、補助コード、申告申請年⽉⽇、決定価格適⽤事由⼟地、決定
価格適⽤事由家屋、決定価格⼟地千円、決定価格家屋住宅部分千円、決定価格家屋その他部分千円、決定価格合計千円、控除適⽤条項⼟地１、控除適⽤条
項家屋１、控除額⼟地１、控除額家屋住宅部分１、控除額家屋その他部分１、控除額合計１、控除適⽤条項⼟地２、控除適⽤条項家屋２、控除額⼟地２、控
除額家屋住宅部分２、控除額家屋その他部分２、控除額合計２、住宅控除適⽤⼾数、免税件数⼟地、免税件数家屋、免税額⼟地、免税額家屋住宅部分、免税
額家屋その他部分、免税額合計、課税標準額⼟地、課税標準額家屋住宅部分、課税標準額家屋その他部分、課税標準額合計、税額⼟地、税額家屋住宅部分、税
額家屋その他部分、税額合計、減額減免適⽤条項⼟地１、減額減免適⽤条項家屋１、減額減免額⼟地１、減額減免額家屋住宅部分１、減額減免額家屋その他
部分１、減額減免額合計１、減額減免適⽤条項⼟地２、減額減免適⽤条項家屋２、減額減免額⼟地２、減額減免額家屋住宅部分２、減額減免額家屋その他
部分２、減額減免額合計２、減額減免適⽤条項⼟地３、減額減免適⽤条項家屋３、減額減免額⼟地３、減額減免額家屋住宅部分３、減額減免額家屋その他
部分３、減額減免額合計３、差引税額⼟地、差引税額家屋住宅部分、差引税額家屋その他部分、差引税額合計、管理⽤税額合計、管理⽤税額⼟地、管理⽤税
額家屋、主たる物件種別コード⼟地、地積合計持分、住宅⽤宅地価格合計、主たる物件種別コード家屋、床⾯積合計、住宅部分床⾯積合計、その他部分床⾯積合
計、還付⼝座振替区分、課税⽉、理由附記⽂⾔
【家屋明細レコード】 《記録項目41項目》
物件種別コード、附属家コード、延床⾯積、住宅部分床⾯積⽊造、住宅部分床⾯積⾮⽊造、住宅部分床⾯積合計、その他部分床⾯積⽊造、その他部分床⾯積⾮⽊
造、その他部分床⾯積合計、単位当たり評点数住宅部分⽊造、単位当たり評点数住宅部分⾮⽊造、単位当たり評点数その他部分⽊造、単位当たり評点数その他部
分⾮⽊造、再建築費評点数住宅部分⽊造、再建築費評点数住宅部分⾮⽊造、再建築費評点数その他部分⽊造、再建築費評点数その他部分⾮⽊造、上昇率住宅
部分⽊造、上昇率住宅部分⾮⽊造、上昇率その他部分⽊造、上昇率その他部分⾮⽊造、需給事情住宅部分⽊造、需給事情住宅部分⾮⽊造、需給事情その他部
分⽊造、需給事情その他部分⾮⽊造、経年減点住宅部分⽊造、経年減点住宅部分⾮⽊造、経年減点その他部分⽊造、経年減点その他部分⾮⽊造、⼀点当たり価
格住宅部分⽊造、⼀点当たり価格住宅部分⾮⽊造、⼀点当たり価格その他部分⽊造、⼀点当たり価格その他部分⾮⽊造、台帳登録価格または評価額千、住宅部分
価格⽊造、住宅部分価格⾮⽊造、住宅部分価格合計、その他部分価格⽊造、その他部分価格⾮⽊造、その他部分価格合計、持分価格等コード
【徴収猶予レコード】 《記録項目33項目》
猶予区分、猶予決議年⽉⽇、猶予削除年⽉⽇、猶予適⽤条項１、猶予適⽤条項２、猶予作成フラグ、猶予作業年⽉⽇、徴収猶予決議番号、猶予年度、猶予申告
受理年⽉⽇、猶予の始期、猶予の終期、猶予額⼜は取消額合計、猶予額⼜は取消額⼟地、猶予額⼜は取消額家屋、差引猶予額合計、差引猶予額⼟地、差引猶
予額家屋、猶予削除フラグ、ダミー１、納期限延⻑作成フラグ、納期限延⻑作業年⽉⽇、納期限延⻑決議番号、納期限延⻑年度、ダミー３、ダミー４、納期限延⻑納
期限、納期限延⻑額合計、納期限延⻑額⼟地、納期限延⻑額家屋、余⽩３、納期限延⻑削除フラグ、理由附記⽂⾔
【共有者レコード】 《記録項目7項目》
徴収番号、共有者番号、共有持分分⼦、共有持分分⺟、作業年⽉⽇、納税通知書発送指⽰、免税フラグ
【当減免税控除失格レコード】 《記録項目51項目》
年度、事務所コード、登記所コード、市区郡町村コード、帳票ＩＤ、登記受付番号または整理番号、登記受付年⽉⽇、取得年⽉⽇、決議年⽉⽇、作業年⽉⽇、⼊⼒
区分、取得理由、軽減コード、主たる物件種別⼟地、地積合計、主たる物件種別家屋、床⾯積合計、マンション番号、棟番、室番号、決定価格適⽤事由、決定価格⼟
地千円、決定価格家屋千円、決定価格合計千円、控除適⽤条項家屋、控除額家屋、控除額合計、住宅控除適⽤⼾数、免税件数⼟地、免税件数家屋、免税額⼟
地、免税額家屋、免税額合計、課税標準額土地、課税標準額家屋、課税標準額合計、税額土地、税額家屋、税額合計、減額減免適用条項土地１、減額減免適
⽤条項⼟地２、減額額⼟地、減額額家屋、減額額合計、差引税額⼟地、差引税額家屋、差引税額合計、宅建業者サイン、控除適⽤条項⼟地、控除額⼟地、旧事
務所コード
【不動産管理レコード】 《記録項⽬15項⽬》
種別コード、事務所コード、課税⽉１、発送⽇１、⼊⼒期間始期１、⼊⼒期間終期１、納期限１、課税⽉２、発送⽇２、⼊⼒期間始期２、⼊⼒期間終期２、納期
限２、⾼額課税分⾦額、課税予告分⾦額承継指⽰、課税予告分⾦額特例指⽰
【事後訂正退避レコード】 《記録項目97項目》
徴収番号、⼦番号、家屋ＥＺテーブルＩＤ、家屋ＥＺ登録⽇時、家屋ＥＺ更新⽇時、家屋ＥＺ更新ユーザＩＤ、家屋ＥＺ更新アプリＩＤ、家屋ＰＧＣＳ番号、家
屋親ＰＧＣＳ番号、家屋ＳＥＴ順、家屋登記所コード、家屋登記受付番号または整理番号、家屋⼦番号、家屋取得年⽉⽇、家屋物件種別コード、家屋物件の取得
持分分⼦、家屋物件の取得持分分⺟、家屋取得理由、家屋床⾯積合計、家屋床⾯積住宅部分、家屋床⾯積その他部分、家屋持分床⾯積合計、家屋持分床⾯積
住宅部分、家屋持分床⾯積その他部分、家屋台帳登録価格合計千円、家屋台帳登録価格住宅、家屋台帳登録価格其他、家屋既存住宅部分床⾯積、家屋共同
住宅⼾数１、家屋共同住宅専有⾯積１、家屋共同住宅⼾数２、家屋共同住宅専有⾯積２、家屋共同住宅⼾数３、家屋共同住宅専有⾯積３、家屋共同住宅⼾
数４、家屋共同住宅専有⾯積４、家屋共同住宅⼾数５、家屋共同住宅専有⾯積５、家屋共同住宅⼾数６、家屋共同住宅専有⾯積６、家屋共同住宅⼾数７、
家屋共同住宅専有⾯積７、家屋共同住宅⼾数８、家屋共同住宅専有⾯積８、家屋共同住宅⼾数９、家屋共同住宅専有⾯積９、家屋共同住宅⼾数１０、家屋
共同住宅専有⾯積１０、家屋共同住宅⼾数１１、家屋共同住宅専有⾯積１１、家屋共同住宅⼾数１２、家屋共同住宅専有⾯積１２、家屋共同住宅⼾数合
計、家屋共同住宅専有⾯積合計、家屋マンション番号、家屋棟番、家屋室番号、家屋売れ残り区分、家屋決定価格適⽤事由家屋、家屋決定価格住宅部分千円、家
屋決定価格その他部分千円、家屋決定価格合計千円、家屋控除適⽤条項家屋１、家屋控除額住宅部分１、家屋控除額その他部分１、家屋控除額合計１、家屋
控除適⽤条項家屋２、家屋控除額住宅部分２、家屋控除額その他部分２、家屋控除額合計２、家屋住宅控除適⽤⼾数、家屋免税件数家屋、家屋免税額住宅
部分、家屋免税額その他部分、家屋免税額合計、家屋課税標準額住宅部分、家屋課税標準額その他部分、家屋課税標準額合計、家屋税額住宅部分、家屋税額
その他部分、家屋税額合計、家屋減額減免適⽤条項家屋１、家屋減額減免額住宅部分１、家屋減額減免額その他部分１、家屋減額減免額合計１、家屋減額減
免適⽤条項家屋２、家屋減額減免額住宅部分２、家屋減額減免額その他部分２、家屋減額減免額合計２、家屋減額減免適⽤条項家屋３、家屋減額減免額住
宅部分３、家屋減額減免額その他部分３、家屋減額減免額合計３、家屋差引税額住宅部分、家屋差引税額その他部分、家屋差引税額合計、家屋余⽩

【物件共通レコード】 《記録項目30項目》
事務所コード、市区郡町村コード、課税年度、課税⽉、徴収番号、登記年⽉⽇、登記受付番号、取得理由コード、取得理由、取得持分分⼦、取得持分分⺟、⼟地持
分分⼦、⼟地持分分⺟、前所有者住所、前所有者⽒名、前所有者他Ｎ名、家屋構造、マンション番号、棟番、種類、備考⽂⾔、登記原因年⽉⽇、備考コード、物件
明細表⽰フラグ、課税予告表⽰フラグ、受付番号フラグ、床⾯積、主たる物件ＮＯ、主たる納税者番号、隣接地価格等⼟地単価
【物件明細レコード】 《記録項目30項目》
物件ＮＯ、棟番、符号、都道府県コード、市区郡町村コード、大字通称コード、字丁目コード、大字通称字丁目、地番、家屋番号、登記地目、登記地目追加ワード、現
況地⽬、現況地⽬追加ワード、家屋構造、更新前登記地積、更新前現況地積、更新後登記地積、更新後現況地積、更新前台帳価格、更新後台帳価格、取得持分
分⼦、取得持分分⺟、特記コード、特記⽂⾔、物件種別コード、附属家コード、住宅⾮住宅サイン、持分価格コード、物件所在地
【マンション土地レコード】 《記録項目21項目》
帳票ＩＤ、事務所コード、市区郡町村コード、登記所コード、登記受付年、登記受付⽉、登記受付番号、⼦番号、作業年⽉⽇、登記受付年⽉⽇、合計地積、物件種
別コード、登録価格または評価額合計、⼟地持分分⼦、⼟地持分分⺟、軽減コード、新築年⽉⽇、宅建業者等サイン、住宅部分専有⾯積、当初作業年⽉⽇、旧事務
所コード
【マンション課税レコード】 《記録項目24項目》
帳票ＩＤ、事務所コード、市区郡町村コード、整理番号、作業年⽉⽇、特例⾃主区分、マンション番号、棟番、室番号、物件種別コード、附属家コード、床⾯積、単位当
り評点数、上昇率、経年減点、取得年⽉⽇、売れ残り区分、名寄せ区分、免税件数家屋、賦課済フラグ、徴収番号、当初作業年⽉⽇、賦課作成⽇、エラー有無
【マンション課税課税分レコード】 《記録項目23項目》
帳票ＩＤ、事務所コード、市区郡町村コード、整理番号、作業年⽉⽇、特例⾃主区分、マンション番号、棟番、室番号、物件種別コード、附属家コード、床⾯積、単位当
り評点数、上昇率、経年減点、取得年⽉⽇、売れ残り区分、名寄せ区分、免税件数家屋、賦課済フラグ、徴収番号、当初作業年⽉⽇、賦課作成⽇
【課税保留予定データレコード】 《記録項⽬32項⽬》
事務所コード、徴収番号、納税者番号、課税保留フラグ、課税年度１、課税⽉１、決議年⽉⽇１、納期限１、発送年⽉⽇１、作業年⽉⽇１、差引税額計１、猶予
額１、猶予終期１、課税年度２、課税⽉２、決議年⽉⽇２、納期限２、発送年⽉⽇２、作業年⽉⽇２、差引税額計２、猶予額２、猶予終期２、課税年度３、課
税⽉３、決議年⽉⽇３、納期限３、発送年⽉⽇３、作業年⽉⽇３、差引税額計３、猶予額３、猶予終期３、オンライン作成フラグ
【未納額レコード】 《記録項目3項目》
徴収番号、事務所コード、収入未済額
【市町村データレコード】 《記録項目300項目》
登記受付年⽉、受付番号または整理番号、⼦番号、予備取得物件ＮＯ、⼊⼒区分、チェックＯＫ区分、承継課税対象区分、削除区分、⼤阪市原始区分、共通登記
年⽉⽇、取得理由コード、取得理由、取得持分分⼦、取得持分分⺟、⼟地持分分⼦、⼟地持分分⺟、共通共有者持分分⺟、前所有者住所、前所有者⽒名、前所
有者他Ｎ名、注意ＣＤ、特例⾃主区分、保留区分、配信先、枚数、原始物件特記コード、徴収番号、作業年⽉⽇、登記原因年⽉⽇、エラーフラグ、外字フラグ、エラー
ＮＯ、賦課フラグ、賦課作成⽇、主たる物件ＮＯ、帳票ＩＤ、修正フラグ、当初作業年⽉⽇、隣接地等⼟地単価、物件⼦番号、共通⼊⼒リストエラー表⽰、共通⼊⼒リ
スト外字表⽰、前所有者住所複写番号、旧事務所コード、取得年⽉⽇、⼤阪市特例徴収番号、課税予定事務所コード、課税予定対象年、課税予定親処理番号、課
税予定⼦処理番号、既存住宅部分床⾯積、共同住宅⼾数１、共同住宅専有⾯積１、共同住宅⼾数２、共同住宅専有⾯積２、共同住宅⼾数３、専有⾯積３、共
同住宅⼾数４、共同住宅専有⾯積４、共同住宅⼾数５、共同住宅専有⾯積５、共同住宅⼾数６、共同住宅専有⾯積６、共同住宅⼾数７、共同住宅専有⾯積
７、共同住宅⼾数８、共同住宅専有⾯積８、共同住宅⼾数９、共同住宅専有⾯積９、共同住宅⼾数１０、共同住宅専有⾯積１０、⼾数１１、共同住宅専有⾯
積１１、共同住宅⼾数１２、共同住宅専有⾯積１２、主たる物件種別コード、軽減措置適⽤条項軽減コード、軽減措置適⽤条項住宅床⾯積、軽減措置適⽤条項
新築年⽉⽇、軽減措置適⽤条項既存住宅サイン、軽減措置適⽤条項減額控除対象持分分⼦、軽減措置適⽤条項減額控除対象持分分⺟、軽減措置適⽤条項宅
建業者等サイン、軽減措置適⽤条項免税件数⼟地、軽減措置適⽤条項免税件数家屋、宅建業者等サイン、取得者登記年⽉⽇、取得者住所都道府県コード、取得
者住所市区郡町村コード、取得者住所⼤字通称コード、取得者住所字丁⽬コード、取得者郵便番号、取得者住所、取得者住所⽂字オーバー、取得者番地、取得者
番地オーバー、取得者方書、取得者方書オーバー、取得者氏名カナ、取得者氏名漢字、取得者氏名漢字オーバー、人格区分、法人格区分、前後区分、送付先区分、
共有者持分分⼦、共有者持分分⺟、共有者送付先指⽰、納税者番号、名寄せフラグ、取得者エラーフラグ、取得者外字フラグ、取得者⼊⼒リストエラー表⽰、物件明細
登記年⽉⽇、物件明細住所都道府県コード、物件明細住所市区郡町村コード、物件明細住所⼤字通称コード、物件明細住所字丁⽬コード、物件明細郵便番号、物
件明細大字通称字丁目、物件明細大字通称字丁目オーバー、物件明細地番、物件明細地番オーバー、物件明細家屋番号、物件明細家屋番号オーバー、物件種別
コード、登記地⽬、登記地⽬追加ワード、現況地⽬、現況地⽬追加ワード、家屋構造、当初登記地積または床⾯積、当初現況地積または床⾯積、更新登記地積または
床⾯積、更新現況地積または床⾯積、物件明細特記コード、棟番、符号、附属家、住宅⾮住宅サイン、他市区郡町村コード、当初台帳価格、更新後台帳価格、物件
明細取得持分分⼦、物件明細取得持分分⺟、原票受付番号、物件明細持分価格等コード、物件明細エラーフラグ、物件明細外字フラグ、物件明細単価、単位当り評
点数、上昇率、需給事情、経年減点、再建築費評点数、床⾯積、更新前住宅部分地積または床⾯

積、更新後住宅部分地積または床⾯積、名寄せ区分、相当年度、前年当年区分、親台帳番号、内訳番号、納税義務者⽒名表⽰区分、編集⽤取得者⽒名カナ、編
集⽤取得者⽒名漢字、共有者⼈数、取込元持分分⼦、取込元持分分⺟、家屋形態、原始分譲区分、番号１、番号２、番号３、番号４、持分分⼦オーバー、持分
分⺟オーバー、外字コード１、外字コード２、外字コード３、外字コード４、外字コード５、外字コード６、外字コード７、外字コード８、外字コード９、外字コード１０、課
税場所、家屋番号、マンション建物番号、登記種類コード１、登記種類１、登記構造コード１、登記構造１、登記屋根コード１、登記屋根１、登記種類コード２、登記
種類２、登記構造コード２、登記構造２、登記屋根コード２、登記屋根２、登記種類コード３、登記種類３、登記構造コード３、登記構造３、登記屋根
コード３、登記屋根３、登記種類コード４、登記種類４、登記構造コード４、登記構造４、登記屋根コード４、登記屋根４、登記地上階数、登記地下階数、登記塔
屋有無区分、登記１階床⾯積、登記１階以外床⾯積、表⽰登記年⽉⽇、表⽰登記事由コード、表⽰登記事由、所有権登記年⽉⽇、所有権登記事由コード、所有
権登記事由、現況種類コード１、現況種類１、現況構造コード１、現況構造１、現況屋根コード１、現況屋根１、現況種類コード２、現況種類２、現況構造コード
２、現況構造２、現況屋根コード２、現況屋根２、現況種類コード３、現況種類３、現況構造コード３、現況構造３、現況屋根コード３、現況屋根３、現況種類コー
ド４、現況種類４、現況構造コード４、現況構造４、現況屋根コード４、現況屋根４、現況地上階数、現況地下階数、現況塔屋有無区分、現況１階床面積、現況
１階以外床⾯積、⾮住宅部分床⾯積、住宅⼾数、表⽰登録年⽉⽇、表⽰登録事由コード、表⽰登録事由、所有権登録年⽉⽇、所有権登録事由コード、所有権登
録事由、固定資産税評価額、非課税事由コード、非課税事由、非課税床面積、項目１コード、項目１文言、項目２床面積、項目３コード、項目３文言、項目４床面
積、期間、情報票⼾数、新減該当床⾯積、項⽬５コード、項⽬５⽂⾔、項⽬６床⾯積、項⽬７コード、項⽬７⽂⾔、項⽬８床⾯積、⼀点単価、不動産取得税評価
額、課税標準額、帳票ＮＯ、エラーコード１、エラーコード２、エラーコード３、エラーコード４、エラーコード５、エラーコード６、エラーコード７、エラーコード８、エラーコード９、
エラーコード１０、確認リスト⽤課税場所、既存住宅建築年⽉⽇

【印字番号キーレコード】 《記録項目9項目》
事務所コード、市区郡町村コード、徴収番号、納税者番号１、納税者番号２、納税者番号３、納税者番号４、他人数、印字番号
【印字番号キー封入封かんレコード】 《記録項目144項目》
事務所コード、市区郡町村コード、徴収番号、納税者番号１、納税者番号２、納税者番号３、納税者番号４、他⼈数、印字番号、課税年度、申告決議年⽉⽇、納
期限、封かん送付先郵便番号１、封かん送付先郵便番号ハイフン、封かん送付先郵便番号２、封かん送付先住所１、封かん送付先住所２、封かん送付先住所３、封
かん納通送付先名称１、封かん納通送付先名称２、封かん納通送付先名称３、封かん納通送付先名称４、封かん納通共有者他外、封かん納通共有者他数、封かん
納通共有者他名、封かん印字番号、封かんカスタマーバーコード、封かん住所１、封かん住所２、封かん住所３、封かん住所４、封かん棟番、封かん棟番名、封かん室番
号、封かん室番号名、封かん事務所郵便番号、封かん事務所住所、封かん事務所正式名称、封かん事務所電話番号、封かん発送年⽉⽇、封かん事務所⻑名称、封
かん納通事務所名称、封かん整理番号、封かん納税者番号、封かん⼟地筆数、封かん家屋棟数、封かん課税標準額⼟地、封かん課税標準額住宅部分、封かん課税
標準額その他部分、封かん税率⼟地、封かん税率住宅部分、封かん税率その他部分、封かん税額⼟地、封かん税額住宅部分、封かん税額その他部分、封かん減額減
免額⼟地、封かん減額減免額住宅部分、封かん減額減免額その他部分、封かん差引税額⼟地、封かん差引税額住宅部分、封かん差引税額その他部分、封かん合
計、封かん控除額、封かん控除名称１、封かん控除名称２、封かん控除名称３、封かん控除名称４、封かん控除名称６、封かん納通課税年度、封かん随時納通、封
かん納通徴収番号、封かん管理⽤税額、封かん納通管理⽤税額合計、封かん納期限年号、封かん納期限、封かん収納代⾏会社１、封かん納付送付先名称１、封か
ん納付送付先名称２、封かん納付送付先名称３、封かん納付送付先名称４、封かん納付共有者他外、封かん納付共有者他数、封かん納付共有者他名、封かん納
付課税年度、封かん納付徴収番号、封かん納付随時、封かん納付管理⽤税額合計、封かん期限、封かん納付事務所名称、封かん済通事務所名称、封かん済通管理
⽤税額合計、封かんＯＣＲ１識別ＩＤ、封かんＯＣＲ１税⽬、封かんＯＣＲ１事務所、封かんＯＣＲ１申告処理、封かんＯＣＲ１納付区分、封かんＯＣＲ１期
別、封かんＯＣＲ１年度、封かんＯＣＲ１徴収番号、封かんＯＣＲ１チェックディジット、封かんＯＣＲ１税額、封かんＯＣＲ２納税者番号、封かんＯＣＲ２ダミー
１、封かんＯＣＲ２ダミー２、封かんＯＣＲ２延滞⾦、封かんＯＣＲ３過少加算⾦、封かんＯＣＲ３不申加算⾦、封かんＯＣＲ３重加算⾦、封かんＯＣＲ３合
計、封かんＥＡＮ表⽰有無、封かんコンビニバーコード、封かんコンビニメッセージ１、封かんコンビニメッセージ２、封かん収納代⾏会社２、封かん済通送付先名称１、封か
ん済通送付先名称２、封かん済通送付先名称３、封かん済通送付先名称４、封かん済通共有者他外、封かん済通共有者他数、封かん済通共有者他名、封かん余
白、封かんＣＳＶ印字番号、封かんＣＳＶＫＡ、封かんＣＳＶ事務所コード、封かんＣＳＶＫＢ、封かんＣＳＶ名称１、封かんＣＳＶＫＣ、封かんＣＳＶ名称２、
封かんＣＳＶＫＤ、封かんＣＳＶ名称３、封かんＣＳＶＫＥ、封かんＣＳＶ名称４、封かんＣＳＶＫＦ、封かんＣＳＶ名称４１、封かんＣＳＶＫＧ、封かんＣＳ
Ｖ名称４２、封かんＣＳＶＫＨ、封かんＣＳＶ名称４３、封かんＣＳＶＫＩ、封かんＣＳＶ徴収番号、封かんＣＳＶＫＪ、封かんＣＳＶ納税者番号、封かんＣＳ
ＶＫＫ
【ＯＣＲ基本情報レコード】 《記録項目163項目》
レコード区分、事務所コード、市区郡町村コード、登記所コード、登記受付年⽉、受付番号または整理番号、⼦番号、予備取得物件ＮＯ、⼊⼒区分、チェックＯＫ区分、
承継課税対象区分、削除区分、⼤阪市原始区分、共通登記年⽉⽇、取得理由コード、取得理由、取得持分分⼦、取得持分分⺟、⼟地持分分⼦、⼟地持分分⺟、
共通共有者持分分⺟、前所有者住所、前所有者⽒名、前所有者他Ｎ名、注意ＣＤ、特例⾃主区分、保留区分、配信先、枚数、原始物件特記コード、徴収番号、
作業年⽉⽇、登記原因年⽉⽇、エラーフラグ、外字フラグ、エラーＮＯ、賦課フラグ、賦課作成⽇、主たる物件ＮＯ、帳票ＩＤ、修正フラグ、当初作業年⽉⽇、隣接地等
⼟地単価、物件⼦番号、共通⼊⼒リストエラー表⽰、共通⼊⼒リスト外字表⽰、前所有者住所複写番号、旧事務所コード、取得年⽉⽇、⼤阪市特例徴収番号、課税
予定事務所コード、課税予定対象年、課税予定親処理番号、課税予定⼦処理番号、既存住宅部分床⾯積、共同住宅⼾数１、共同住宅専有⾯積１、共同住宅⼾
数２、共同住宅専有⾯積２、共同住宅⼾数３、専有⾯積３、共同住宅⼾数４、共同住宅専有⾯積４、共同住宅⼾数５、共同住宅専有⾯積５、共同住宅⼾数
６、共同住宅専有⾯積６、共同住宅⼾数７、共同住宅専有⾯積７、共同住宅⼾数８、共同住宅専有⾯積８、共同住宅⼾数９、共同住宅専有⾯積９、共同住宅
⼾数１０、共同住宅専有⾯積１０、⼾数１１、共同住宅専有⾯積１１、共同住宅⼾数１２、共同住宅専有⾯積１２、主たる物件種別コード、軽減措置適⽤条項
軽減コード、軽減措置適⽤条項住宅床⾯積、軽減措置適⽤条項新築年⽉⽇、軽減措置適⽤条項既存住宅サイン、軽減措置適⽤条項減額控除対象持分分⼦、軽
減措置適⽤条項減額控除対象持分分⺟、軽減措置適⽤条項宅建業者等サイン、軽減措置適⽤条項免税件数⼟地、軽減措置適⽤条項免税件数家屋、宅建業者
等サイン、取得者登記年⽉⽇、取得者住所都道府県コード、取得者住所市区郡町村コード、取得者住所⼤字通称コード、取得者住所字丁⽬コード、取得者郵便番
号、取得者住所、取得者住所文字オーバー、取得者番地、取得者番地オーバー、取得者方書、取得者方書オーバー、取得者氏名カナ、取得者氏名漢字、取得者氏名
漢字オーバー、⼈格区分、法⼈格区分、前後区分、送付先区分、共有者持分分⼦、共有者持分分⺟、共有者送付先指⽰、納税者番号、名寄せフラグ、取得者エラー
フラグ、取得者外字フラグ、取得者⼊⼒リストエラー表⽰、物件明細登記年⽉⽇、物件明細住所都道府県コード、物件明細住所市区郡町村コード、物件明細住所⼤字
通称コード、物件明細住所字丁⽬コード、物件明細郵便番号、物件明細⼤字通称字丁⽬、物件明細⼤字通称字丁⽬オーバー、物件明細地番、物件明細地番オー
バー、物件明細家屋番号、物件明細家屋番号オーバー、物件種別コード、登記地目、登記地目追加ワード、現況地目、現況地目追加ワード、家屋構造、当初登記地
積または床⾯積、当初現況地積または床⾯積、更新登記地積または床⾯積、更新現況地積または床⾯積、物件明細特記コード、棟番、符号、附属家、住宅⾮住宅サ
イン、他市区郡町村コード、当初台帳価格、更新後台帳価格、物件明細取得持分分⼦、物件明細取得持分分⺟、原票受付番号、物件明細持分価格等コード、物件
明細エラーフラグ、物件明細外字フラグ、物件明細単価、単位当り評点数、上昇率、需給事情、経年減点、再建築費評点数、床⾯積、更新前住宅部分地積または床
⾯積、更新後住宅部分地積または床⾯積、名寄せ区分
【ＯＣＲエラーレコード】 《記録項目746項目》
市区郡町村コード、バッチ管理番号、キーナンバリング、エラーナンバー、削除区分、作業年⽉⽇、不動産ＯＣＲレコード業務区分、不動産ＯＣＲレコード帳票種別、不動
産ＯＣＲレコードバッチ管理番号、バッチシートナンバリング、ナンバリング、ＯＣＲ読取⽇、承継取得者事務所コード、承継取得者市区郡町村コード、承継取得者市区郡
町村コード帳票、承継取得者登記所コード、承継取得者登記受付年⽉、承継取得者登記受付番号、承継取得者配信先、承継取得者注意、承継取得者保留区分、
承継取得者総枚数、承継取得者名寄せ区分、承継取得者登記受付年⽉⽇、承継取得者取得持分分⼦、承継取得者取得持分分⺟、承継取得者取得理由コード、
承継取得者その他取得理由、承継取得者取得理由⽂字オーバー、承継取得者登記原因年⽉⽇、承継取得者登記⽇と同⼀、承継取得者共有者持分、承継取得者
ＮＯ１、承継取得者住所コード１、承継取得者住所１、承継取得者住所オーバー１、承継取得者住所番地複写元ＮＯ１、承継取得者番地１、承継取得者番地
オーバー１、承継取得者方書１、承継取得者方書オーバー１、承継取得者氏名カナ１、承継取得者氏名漢字１、承継取得者氏名漢字オーバー１、承継取得者姓文
字数１、承継取得者人格区分１、承継取得者法人格区分１、承継取得者前後区分１、承継取得者既登録サイン１、承継取得者納税者番号１、承継取得者送付
先区分１、承継取得者共有者持分分子１、承継取得者共有者送付先指示１、承継取得者ＮＯ２、承継取得者住所コード２、承継取得者住所２、承継取得者住
所オーバー２、承継取得者住所番地複写元ＮＯ２、承継取得者番地２、承継取得者番地オーバー２、承継取得者方書２、承継取得者方書オーバー２、承継取得
者氏名カナ２、承継取得者氏名漢字２、承継取得者氏名漢字オーバー２、承継取得者姓文字数２、承継取得者人格区分２、承継取得者法人格区分２、承継取
得者前後区分２、承継取得者既登録サイン２、承継取得者納税者番号２、承継取得者送付先区分２、承継取得者共有者持分分子２、承継取得者共有者送付
先指示２、承継取得者ＮＯ３、承継取得者住所コード３、承継取得者住所３、承継取得者住所オーバー３、承継取得者住所番地複写元ＮＯ３、承継取得者番地
３、承継取得者番地オーバー３、承継取得者方書３、承継取得者方書オーバー３、承継取得者氏名カナ３、承継取得者氏名漢字３、承継取得者氏名漢字オーバー
３、承継取得者姓文字数３、承継取得者人格区分３、承継取得者法人格区分３、承継取得者前後区分３、承継取得者既登録サイン３、承継取得者納税者番号
３、承継取得者送付先区分３、承継取得者共有者持分分子３、承継取得者共有者送付先指示３、承継取得者前所有者住所、承継取得者前所有者住所複写元
ＮＯ、承継取得者前所有者氏名、承継取得者前所有者他Ｎ名、承継物件事務所コード、承継物件市区郡町村コード、承継物件市区郡町村コード帳票、承継物件
登記所コード、承継物件登記受付年⽉、承継物件登記受付番号、承継物件配信先、承継物件注意、承継物件保留区分、承継物件名寄せ区分、承継物件登記受
付年⽉⽇、承継物件主たる⼟地コード、承継物件主たる物件ＮＯ、承継物件⼟地持分分⼦、承継物件⼟地持分分⺟、承継物件隣接地価格等⼟地単価、承継物件
明細物件ＮＯ１、承継物件明細住所コード１、承継物件明細大字通称字丁目１、承継物件明細大字通称字丁目オーバー１、承継物件明細大字通称字丁目複写
元１、承継物件明細地番１、承継物件明細地番オーバー１、承継物件明細家屋番号１、承継物件明細家屋番号オーバー１、承継物件明細地番家屋複写元ＮＯ
１、承継物件明細他の市区郡町村１、承継物件明細物件種別コード１、承継物件明細持分価格コード１、承継物件明細登録価格千円１、承継物件明細附属家
１、承継物件明細登記地積または床面積１、

承継物件明細住部地積または床⾯積１、承継物件明細現況地積または床⾯積１、承継物件明細取得持分分⼦１、承継物件明細取得持分分⺟１、承継物件明細
特記コード１、承継物件明細登記地目１１、承継物件明細登記地目１２、承継物件明細登記地目１３、承継物件明細登記地目１４、承継物件明細登記地目
１５、承継物件明細登記地目１６、承継物件明細登記地目１７、承継物件明細登記地目追加ワード１、承継物件明細登記追加文字オーバー１、承継物件明細
現況地目１１、承継物件明細現況地目１２、承継物件明細現況地目１３、承継物件明細現況地目１４、承継物件明細現況地目１５、承継物件明細現況地目
１６、承継物件明細現況地目１７、承継物件明細現況地目追加ワード１、承継物件明細現況追加文字オーバー１、承継物件明細家屋種類１１、承継物件明細
家屋種類１２、承継物件明細家屋種類１３、承継物件明細家屋種類１４、承継物件明細家屋種類１５、承継物件明細家屋種類１６、承継物件明細家屋種類
１７、承継物件明細家屋種類１８、承継物件明細家屋種類１９、承継物件明細種類追加ワード１、承継物件明細種類追加文字オーバー１、承継物件明細家屋
構造１１、承継物件明細家屋構造１２、承継物件明細家屋構造１３、承継物件明細家屋構造１４、承継物件明細家屋構造１５、承継物件明細家屋構造１
６、承継物件明細家屋構造１７、承継物件明細構造追加ワード１、承継物件明細構造追加文字オーバー１、承継物件明細家屋屋根１１、承継物件明細家屋屋
根１２、承継物件明細家屋屋根１３、承継物件明細家屋屋根１４、承継物件明細家屋屋根１５、承継物件明細家屋屋根１６、承継物件明細家屋屋根１７、
承継物件明細屋根追加ワード１、承継物件明細屋根追加文字オーバー１、承継物件明細地上階数１、承継物件明細地下階数１、承継物件明細物件ＮＯ２、承
継物件明細住所コード２、承継物件明細大字通称字丁目２、承継物件明細大字通称字丁目オーバー２、承継物件明細大字通称字丁目複写元２、承継物件明細
地番２、承継物件明細地番オーバー２、承継物件明細家屋番号２、承継物件明細家屋番号オーバー２、承継物件明細地番家屋複写元ＮＯ２、承継物件明細他
の市区郡町村２、承継物件明細物件種別コード２、承継物件明細持分価格コード２、承継物件明細登録価格千円２、承継物件明細附属家２、承継物件明細登
記地積または床面積２、承継物件明細住部地積または床面積２、承継物件明細現況地積または床面積２、承継物件明細取得持分分子２、承継物件明細取得持
分分⺟２、承継物件明細特記コード２、承継物件明細登記地⽬２１、承継物件明細登記地⽬２２、承継物件明細登記地⽬２３、承継物件明細登記地⽬２４、
承継物件明細登記地目２５、承継物件明細登記地目２６、承継物件明細登記地目２７、承継物件明細登記地目追加ワード２、承継物件明細登記追加文字オー
バー２、承継物件明細現況地目２１、承継物件明細現況地目２２、承継物件明細現況地目２３、承継物件明細現況地目２４、承継物件明細現況地目２５、
承継物件明細現況地目２６、承継物件明細現況地目２７、承継物件明細現況地目追加ワード２、承継物件明細現況追加文字オーバー２、承継物件明細家屋種
類２１、承継物件明細家屋種類２２、承継物件明細家屋種類２３、承継物件明細家屋種類２４、承継物件明細家屋種類２５、承継物件明細家屋種類２６、
承継物件明細家屋種類２７、承継物件明細家屋種類２８、承継物件明細家屋種類２９、承継物件明細種類追加ワード２、承継物件明細種類追加文字オーバー
２、承継物件明細家屋構造２１、承継物件明細家屋構造２２、承継物件明細家屋構造２３、承継物件明細家屋構造２４、承継物件明細家屋構造２５、承継
物件明細家屋構造２６、承継物件明細家屋構造２７、承継物件明細構造追加ワード２、承継物件明細構造追加文字オーバー２、承継物件明細家屋屋根２１、
承継物件明細家屋屋根２２、承継物件明細家屋屋根２３、承継物件明細家屋屋根２４、承継物件明細家屋屋根２５、承継物件明細家屋屋根２６、承継物件
明細家屋屋根２７、承継物件明細屋根追加ワード２、承継物件明細屋根追加文字オーバー２、承継物件明細地上階数２、承継物件明細地下階数２、承継物件
明細物件ＮＯ３、承継物件明細住所コード３、承継物件明細大字通称字丁目３、承継物件明細大字通称字丁目オーバー３、承継物件明細大字通称字丁目複写
元３、承継物件明細地番３、承継物件明細地番オーバー３、承継物件明細家屋番号３、承継物件明細家屋番号オーバー３、承継物件明細地番家屋複写元ＮＯ
３、承継物件明細他の市区郡町村３、承継物件明細物件種別コード３、承継物件明細持分価格コード３、承継物件明細登録価格千円３、承継物件明細附属家
３、承継物件明細登記地積または床面積３、承継物件明細住部地積または床面積３、
承継物件明細現況地積または床⾯積３、承継物件明細取得持分分⼦３、承継物件明細取得持分分⺟３、承継物件明細特記コード３、承継物件明細登記地⽬３
１、承継物件明細登記地目３２、承継物件明細登記地目３３、承継物件明細登記地目３４、承継物件明細登記地目３５、承継物件明細登記地目３６、承継
物件明細登記地目３７、承継物件明細登記地目追加ワード３、承継物件明細登記追加文字オーバー３、承継物件明細現況地目３１、承継物件明細現況地目３
２、承継物件明細現況地目３３、承継物件明細現況地目３４、承継物件明細現況地目３５、承継物件明細現況地目３６、承継物件明細現況地目３７、承継
物件明細現況地目追加ワード３、承継物件明細現況追加文字オーバー３、承継物件明細家屋種類３１、承継物件明細家屋種類３２、承継物件明細家屋種類３
３、承継物件明細家屋種類３４、承継物件明細家屋種類３５、承継物件明細家屋種類３６、承継物件明細家屋種類３７、承継物件明細家屋種類３８、承継
物件明細家屋種類３９、承継物件明細種類追加ワード３、承継物件明細種類追加文字オーバー３、承継物件明細家屋構造３１、承継物件明細家屋構造３２、
承継物件明細家屋構造３３、承継物件明細家屋構造３４、承継物件明細家屋構造３５、承継物件明細家屋構造３６、承継物件明細家屋構造３７、承継物件
明細構造追加ワード３、承継物件明細構造追加文字オーバー３、承継物件明細家屋屋根３１、承継物件明細家屋屋根３２、承継物件明細家屋屋根３３、承継
物件明細家屋屋根３４、承継物件明細家屋屋根３５、承継物件明細家屋屋根３６、承継物件明細家屋屋根３７、承継物件明細屋根追加ワード３、承継物件
明細屋根追加⽂字オーバー３、承継物件明細地上階数３、承継物件明細地下階数３、承継物件軽減コード、承継物件住宅床⾯積、承継物件新築年⽉⽇、承継物
件減額対象持分分⼦、承継物件減額対象持分分⺟、承継物件宅建業者サイン、承継物件免税⼟地、承継物件免税家屋、承継取得者マイナンバー１、承継取得者
マイナンバー登録１、承継取得者マイナンバー２、承継取得者マイナンバー登録２、承継取得者マイナンバー３、承継取得者マイナンバー登録３、承継取得分強制名寄
せ区分、承継分譲事務所コード、承継分譲市区郡町村コード、承継分譲市区郡町村コード帳票、承継分譲登記所コード、承継分譲登記受付年⽉、承継分譲登記受
付番号、承継分譲登記受付年⽉⽇、承継分譲合計地積、承継分譲物件種別コード、承継分譲登録価格合計、承継分譲分⼦、承継分譲分⺟、承継分譲軽減コー
ド、承継分譲新築年⽉⽇、承継分譲宅建業者サイン、承継分譲住宅部分専有⾯積、原始取得者事務所コード、原始取得者市区郡町村コード、原始取得者市区郡町
村コード帳票、原始取得者⼊⼒区分、原始取得者整理番号、原始取得者宅建業者サイン、原始取得者配信先、原始取得者注意、原始取得者保留区分、原始取得
者総枚数、原始取得者名寄せ区分、原始取得者共有者持分分⺟、原始取得者取得者ＮＯ１、原始取得者住所コード１、原始取得者住所１、原始取得者住所
オーバー１、原始取得者住所複写元ＮＯ１、原始取得者番地１、原始取得者番地オーバー１、原始取得者方書１、原始取得者方書オーバー１、原始取得者氏名カ
ナ１、原始取得者氏名漢字１、原始取得者氏名漢字オーバー１、原始取得者姓文字数１、原始取得者人格区分１、原始取得者法人格区分１、原始取得者前後
区分１、原始取得者既登録サイン１、原始取得者納税者番号１、原始取得者送付先区分１、原始取得者共有者持分分子１、原始取得者共有者送付先指示１、
原始取得者取得者ＮＯ２、原始取得者住所コード２、原始取得者住所２、原始取得者住所オーバー２、原始取得者住所複写元ＮＯ２、原始取得者番地２、原始
取得者番地オーバー２、原始取得者方書２、原始取得者方書オーバー２、原始取得者氏名カナ２、原始取得者氏名漢字２、原始取得者氏名漢字オーバー２、原始
取得者姓文字数２、原始取得者人格区分２、原始取得者法人格区分２、原始取得者前後区分２、原始取得者既登録サイン２、原始取得者納税者番号２、原始
取得者送付先区分２、原始取得者共有者持分分子２、原始取得者共有者送付先指示２、原始取得者取得者ＮＯ３、原始取得者住所コード３、原始取得者住
所３、原始取得者住所オーバー３、原始取得者住所複写元ＮＯ３、原始取得者番地３、原始取得者番地オーバー３、原始取得者方書３、原始取得者方書オー
バー３、原始取得者氏名カナ３、原始取得者氏名漢字３、原始取得者氏名漢字オーバー３、原始取得者姓文字数３、原始取得者人格区分３、原始取得者法人格
区分３、原始取得者前後区分３、原始取得者既登録サイン３、原始取得者納税者番号３、原始取得者送付先区分３、原始取得者共有者持分分子３、原始取得
者共有者送付先指⽰３、原始物件事務所コード、原始物件市区郡町村コード、原始物件市区郡町村コード帳票、原始物件⼊⼒区分、原始物件整理番号、原始物
件配信先、原始物件注意、

原始物件保留区分、原始物件名寄せ区分、原始物件住所コード、原始物件⼤字通称字丁⽬、原始物件⼤字通称字丁⽬オーバー、原始物件⼤字通称字丁⽬複写
元ＮＯ、原始物件地番、原始物件地番オーバー、原始物件家屋番号、原始物件家屋番号オーバー、原始物件地番家屋複写元ＮＯ、原始物件特記コード、原始物件
明細棟番１、原始物件明細符号１、原始物件明細物件種別コード１、原始物件明細附属家１、原始物件明細住宅⾮住宅サイン１、原始物件明細床⾯積１、原始
物件明細単位当り評点数１、原始物件明細上昇率１、原始物件明細需給事情１、原始物件明細経年減点１、原始物件明細再建築費評点数１、原始物件明細
種類１１、原始物件明細種類１２、原始物件明細種類１３、原始物件明細種類１４、原始物件明細種類１５、原始物件明細種類１６、原始物件明細種類１
７、原始物件明細種類１８、原始物件明細種類１９、原始物件明細種類追加ワード１、原始物件明細種類追加文字オーバー１、原始物件明細家屋構造１１、原
始物件明細家屋構造１２、原始物件明細家屋構造１３、原始物件明細家屋構造１４、原始物件明細家屋構造１５、原始物件明細家屋構造１６、原始物件明
細家屋構造１７、原始物件明細家屋構造追加ワード１、原始物件明細構造追加文字オーバー１、原始物件明細屋根１１、原始物件明細屋根１２、原始物件明
細屋根１３、原始物件明細屋根１４、原始物件明細屋根１５、原始物件明細屋根１６、原始物件明細屋根１７、原始物件明細屋根追加ワード１、原始物件明
細屋根追加文字オーバー１、原始物件明細地上階数１、原始物件明細地下階数１、原始物件明細棟番２、原始物件明細符号２、原始物件明細物件種別コード
２、原始物件明細附属家２、原始物件明細住宅⾮住宅サイン２、原始物件明細床⾯積２、原始物件明細単位当り評点数２、原始物件明細上昇率２、原始物件
明細需給事情２、原始物件明細経年減点２、原始物件明細再建築費評点数２、原始物件明細種類２１、原始物件明細種類２２、原始物件明細種類２３、原
始物件明細種類２４、原始物件明細種類２５、原始物件明細種類２６、原始物件明細種類２７、原始物件明細種類２８、原始物件明細種類２９、原始物件
明細種類追加ワード２、原始物件明細種類追加文字オーバー２、原始物件明細家屋構造２１、原始物件明細家屋構造２２、原始物件明細家屋構造２３、原始
物件明細家屋構造２４、原始物件明細家屋構造２５、原始物件明細家屋構造２６、原始物件明細家屋構造２７、原始物件明細家屋構造追加ワード２、原始
物件明細構造追加文字オーバー２、原始物件明細屋根２１、原始物件明細屋根２２、原始物件明細屋根２３、原始物件明細屋根２４、原始物件明細屋根２
５、原始物件明細屋根２６、原始物件明細屋根２７、原始物件明細屋根追加ワード２、原始物件明細屋根追加文字オーバー２、原始物件明細地上階数２、原始
物件明細地下階数２、原始物件明細棟番３、原始物件明細符号３、原始物件明細物件種別コード３、原始物件明細附属家３、原始物件明細住宅⾮住宅サイン
３、原始物件明細床⾯積３、原始物件明細単位当り評点数３、原始物件明細上昇率３、原始物件明細需給事情３、原始物件明細経年減点３、原始物件明細
再建築費評点数３、原始物件明細種類３１、原始物件明細種類３２、原始物件明細種類３３、原始物件明細種類３４、原始物件明細種類３５、原始物件明
細種類３６、原始物件明細種類３７、原始物件明細種類３８、原始物件明細種類３９、原始物件明細種類追加ワード３、原始物件明細種類追加文字オーバー
３、原始物件明細家屋構造３１、原始物件明細家屋構造３２、原始物件明細家屋構造３３、原始物件明細家屋構造３４、原始物件明細家屋構造３５、原始
物件明細家屋構造３６、原始物件明細家屋構造３７、原始物件明細家屋構造追加ワード３、原始物件明細構造追加文字オーバー３、原始物件明細屋根３１、
原始物件明細屋根３２、原始物件明細屋根３３、
原始物件明細屋根３４、原始物件明細屋根３５、原始物件明細屋根３６、原始物件明細屋根３７、原始物件明細屋根追加ワード３、原始物件明細屋根追加
文字オーバー３、原始物件明細地上階数３、原始物件明細地下階数３、原始物件明細棟番４、原始物件明細符号４、原始物件明細物件種別コード４、原始物件
明細附属家４、原始物件明細住宅⾮住宅サイン４、原始物件明細床⾯積４、原始物件明細単位当り評点数４、原始物件明細上昇率４、原始物件明細需給事情
４、原始物件明細経年減点４、原始物件明細再建築費評点数４、原始物件明細種類４１、原始物件明細種類４２、原始物件明細種類４３、原始物件明細種
類４４、原始物件明細種類４５、原始物件明細種類４６、原始物件明細種類４７、原始物件明細種類４８、原始物件明細種類４９、原始物件明細種類追加
ワード４、原始物件明細種類追加文字オーバー４、原始物件明細家屋構造４１、原始物件明細家屋構造４２、原始物件明細家屋構造４３、原始物件明細家屋
構造４４、原始物件明細家屋構造４５、原始物件明細家屋構造４６、原始物件明細家屋構造４７、原始物件明細家屋構造追加ワード４、原始物件明細構造
追加文字オーバー４、原始物件明細屋根４１、原始物件明細屋根４２、原始物件明細屋根４３、原始物件明細屋根４４、原始物件明細屋根４５、原始物件明
細屋根４６、原始物件明細屋根４７、原始物件明細屋根追加ワード４、原始物件明細屋根追加文字オーバー４、原始物件明細地上階数４、原始物件明細地下
階数４、原始物件明細棟番５、原始物件明細符号５、原始物件明細物件種別コード５、原始物件明細附属家５、原始物件明細住宅⾮住宅サイン５、原始物件明
細床⾯積５、原始物件明細単位当り評点数５、原始物件明細上昇率５、原始物件明細需給事情５、原始物件明細経年減点５、原始物件明細再建築費評点数
５、原始物件明細種類５１、原始物件明細種類５２、原始物件明細種類５３、原始物件明細種類５４、原始物件明細種類５５、原始物件明細種類５６、原
始物件明細種類５７、原始物件明細種類５８、原始物件明細種類５９、原始物件明細種類追加ワード５、原始物件明細種類追加文字オーバー５、原始物件明
細家屋構造５１、原始物件明細家屋構造５２、原始物件明細家屋構造５３、原始物件明細家屋構造５４、原始物件明細家屋構造５５、原始物件明細家屋構
造５６、原始物件明細家屋構造５７、原始物件明細家屋構造追加ワード５、原始物件明細構造追加文字オーバー５、原始物件明細屋根５１、原始物件明細屋
根５２、原始物件明細屋根５３、原始物件明細屋根５４、原始物件明細屋根５５、原始物件明細屋根５６、原始物件明細屋根５７、原始物件明細屋根追加
ワード５、原始物件明細屋根追加⽂字オーバー５、原始物件明細地上階数５、原始物件明細地下階数５、原始物件共同住宅⼾数１、原始物件共同住宅専有⾯
積１、原始物件共同住宅⼾数２、原始物件共同住宅専有⾯積２、原始物件共同住宅⼾数３、原始物件共同住宅専有⾯積３、原始物件共同住宅⼾数４、原始
物件共同住宅専有⾯積４、原始物件共同住宅⼾数５、原始物件共同住宅専有⾯積５、原始物件共同住宅⼾数６、原始物件共同住宅専有⾯積６、原始物件共
同住宅⼾数７、原始物件共同住宅専有⾯積７、原始物件共同住宅⼾数８、原始物件共同住宅専有⾯積８、原始物件共同住宅⼾数９、原始物件共同住宅専有
⾯積９、原始物件共同住宅⼾数１０、原始物件共同住宅専有⾯積１０、原始物件共同住宅⼾数１１、原始物件共同住宅専有⾯積１１、原始物件共同住宅⼾
数１２、原始物件共同住宅専有⾯積１２、原始物件既存住宅床⾯積、原始物件取得年⽉⽇、原始物件取得理由、原始取得者マイナンバー１、原始取得者マイナ
ンバー登録１、原始取得者マイナンバー２、原始取得者マイナンバー登録２、原始取得者マイナンバー３、原始取得者マイナンバー登録３、原始取得分強制名寄せ区
分、原始分譲事務所コード、原始分譲市区郡町村コード、原始分譲市区郡町村帳票、原始分譲特例⾃主区分、原始分譲マンション番号、原始分譲マンション番号帳
票、原始分譲棟番、原始分譲棟番帳票、原始分譲床面積、原始分譲種類１、原始分譲種類２、原始分譲種類３、原始分譲種類４、原始分譲種類５、原始分譲
種類６、原始分譲種類７、原始分譲種類８、原始分譲種類９、原始分譲種類追加ワード、原始分譲種類追加文字オーバー、原始分譲構造１、原始分譲構造２、
原始分譲構造３、原始分譲構造４、原始分譲構造５、原始分譲構造６、原始分譲構造７、原始分譲構造追加ワード、原始分譲構造追加文字オーバー、原始分譲
屋根１、原始分譲屋根２、原始分譲屋根３、原始分譲屋根４、原始分譲屋根５、原始分譲屋根６、原始分譲屋根７、原始分譲屋根追加ワード、原始分譲屋根
追加文字オーバー、原始分譲地上階数、原始分譲地下階数、原始分譲室番号、原始分譲物件種別コード、原始分譲附属家、原始分譲合計床面積、原始分譲単位
当り評点数、原始分譲上昇率、原始分譲経年減点、原始分譲取得年⽉⽇、原始分譲売残り区分、原始分譲名寄せ区分、原始分譲免税家屋、オペレータ修正区分

軽油引取税 《記録項目1,721項目》

【軽油管理レコード】 《記録項⽬50項⽬》
徴収番号、元売業者コード、特徴者登録年⽉⽇、特徴者取消年⽉⽇、元売特約等コード、奨励⾦委任区分、事業者番号、プレプリ対象納⼊分、プレプリ対象納付分、
履歴０１元売業者コード、履歴０１特徴者登録年⽉⽇、履歴０１特徴者取消年⽉⽇、履歴０１元売特約等コード、履歴０１奨励⾦委任区分、履歴０１事業者
番号、履歴０１プレプリ対象納⼊分、履歴０１プレプリ対象納付分、履歴０２元売業者コード、履歴０２特徴者登録年⽉⽇、履歴０２特徴者取消年⽉⽇、履歴０
２元売特約等コード、履歴０２奨励⾦委任区分、履歴０２事業者番号、履歴０２プレプリ対象納⼊分、履歴０２プレプリ対象納付分、履歴０３元売業者コード、履
歴０３特徴者登録年⽉⽇、履歴０３特徴者取消年⽉⽇、履歴０３元売特約等コード、履歴０３奨励⾦委任区分、履歴０３事業者番号、履歴０３プレプリ対象納
⼊分、履歴０３プレプリ対象納付分、履歴０４元売業者コード、履歴０４特徴者登録年⽉⽇、履歴０４特徴者取消年⽉⽇、履歴０４元売特約等コード、履歴０４
奨励⾦委任区分、履歴０４事業者番号、履歴０４プレプリ対象納⼊分、履歴０４プレプリ対象納付分、履歴０５元売業者コード、履歴０５特徴者登録年⽉⽇、履
歴０５特徴者取消年⽉⽇、履歴０５元売特約等コード、履歴０５奨励⾦委任区分、履歴０５事業者番号、履歴０５プレプリ対象納⼊分、履歴０５プレプリ対象納
付分、移⾏フラグ
【軽油申告レコード】 《記録項目87項目》
徴収番号、期別、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、決定年⽉、納期限、更正請求年⽉⽇、徴収課税作成済フラグ、統計抽出済フラグ、
申告レコード区分、納⼊ア欄の数量、納⼊イ欄の数量、納⼊ウ欄の数量、納⼊エ欄の数量、納⼊オ欄の数量、納⼊カ欄の数量、納⼊旧法７００条の５の３、納⼊⽋減
元売、納⼊⽋減特約、納⼊課税標準量、納⼊算出税額、納⼊既に確定した数量、納⼊既に確定した税額、納⼊差引増減数量、納⼊差引税額、納⼊延⻑期限、納
⼊予納分、納⼊差引分、納付ア欄の販売数量、納付ア欄の控除数量、納付ア欄の差引数量、納付イ欄の販売数量、納付イ欄の控除数量、納付イ欄の差引数量、納
付ウ欄の消費数量、納付ウ欄の控除数量、納付ウ欄の差引数量、納付エ欄の所有数量、納付エ欄の控除数量、納付エ欄の差引数量、納付オ欄の販売数量、納付オ欄
の控除数量、納付オ欄の差引数量、納付カ欄の譲渡数量、納付キ欄の消費数量、納付ク欄の消費数量、納付ク欄の控除数量、納付ク欄の差引数量、納付ケ欄の輸⼊
数量、納付課税標準量、納付算出税額、納付既に確定した数量、納付既に確定した税額、納付差引増減数量、納付差引税額、納付延⻑期限、納付予納分、納付
差引分、普通徴収区分、普通徴収分⾏為年⽉⽇、過少基礎税額、過少加算⾦額、過少加算分基礎税額、過少加算分加算⾦額、過少申告加算⾦調定額、不申告
区分、不申告基礎税額、不申告加算⾦額、不申告加算分基礎税額、不申告加算分加算⾦額、不申告加算⾦調定額、重加区分、重加基礎税額、重加算⾦調定
額、還付等今回の減額で確定した税額、還付等今回の減額で確定した数量、還付等既に確定した税額、還付等既に確定した数量、還付等に係る数量、還付等⽋減
量、還付等に係る課税標準量、還付等税額、申請受理年⽉⽇、理由附記、移⾏フラグ
【徴収猶予レコード】 《記録項目17項目》
徴収番号、期別、猶予連番、猶予処理区分、猶予承認区分、申請受理年⽉⽇、決議年⽉⽇、承認期間始期、承認期間終期、承認額、作業年⽉⽇、決定年⽉、通
知年⽉⽇、収納作成済フラグ、収納連携承認期間始期、収納連携承認額、移⾏フラグ
【免税軽油使用者証レコード】 《記録項目23項目》
使⽤者証番号、免税業種コード、登録年⽉⽇、廃⽌年⽉⽇、カナ名称、漢字名称、法⼈格等組織コード、法⼈格組織前後コード、営業所屋号、都道府県コード、市区
郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コード、所在地、番地、⽅書、郵便番号１、郵便番号２、電話番号、備考、最終免税証交付年⽉⽇、有効期間、移⾏フラグ

【貯蔵設備レコード】 《記録項目87項目》
設備番号、設備区分、元売業者コード、調査コード区分、調査コード、事業者番号、事業所番号、調査対象関連設備番号、人格区分コード、事業者名称カナ、事業者
名称、法人格等組織コード、法人格組織前後コード、設備名称、設備都道府県コード、設備市区郡町村コード、設備大字通称コード、設備字丁目コード、設備所在地、
設備番地、設備⽅書、設備電話番号、開設年⽉⽇、廃⽌年⽉⽇、軽油の有無、設備０１油種コード、設備０１容量、設備０１タンク数、設備０２油種コード、設備
０２容量、設備０２タンク数、設備０３油種コード、設備０３容量、設備０３タンク数、設備０４油種コード、設備０４容量、設備０４タンク数、設備０５油種コー
ド、設備０５容量、設備０５タンク数、設備０６油種コード、設備０６容量、設備０６タンク数、仕⼊先０１事業者番号、仕⼊先０１⼈格区分コード、仕⼊先０１カ
ナ名称、仕入先０１漢字名称、仕入先０１法人格等組織コード、仕入先０１法人格組織前後コード、仕入先０１区分コード、仕入先０２事業者番号、仕入先０２
人格区分コード、仕入先０２カナ名称、仕入先０２漢字名称、仕入先０２法人格等組織コード、仕入先０２法人格組織前後コード、仕入先０２区分コード、仕入先
０３事業者番号、仕入先０３人格区分コード、仕入先０３カナ名称、仕入先０３漢字名称、仕入先０３法人格等組織コード、仕入先０３法人格組織前後コード、
仕入先０３区分コード、仕入先０４事業者番号、仕入先０４人格区分コード、仕入先０４カナ名称、仕入先０４漢字名称、仕入先０４法人格等組織コード、仕入
先０４法人格組織前後コード、仕入先０４区分コード、仕入先０５事業者番号、仕入先０５人格区分コード、仕入先０５カナ名称、仕入先０５漢字名称、仕入先
０５法人格等組織コード、仕入先０５法人格組織前後コード、仕入先０５区分コード、仕入先０６事業者番号、仕入先０６人格区分コード、仕入先０６カナ名称、
仕⼊先０６漢字名称、仕⼊先０６法⼈格等組織コード、仕⼊先０６法⼈格組織前後コード、仕⼊先０６区分コード、参考事項、移⾏フラグ
【採油レコード】 《記録項目16項目》
設備番号、採油番号、採油年⽉⽇、採油⽐重、油種コード、採油区分、現地分析の有無、分析⼊⼒年⽉⽇、分析年⽉⽇、分析結果、分析による調査要否、調査完
結番号、調査処理年⽉⽇、調査処理区分、調査内容、移⾏フラグ
【免税軽油販売業者レコード】 《記録項目16項目》
使⽤者証番号、連番、最新交付年⽉⽇、漢字名称、法⼈格等組織コード、法⼈格組織前後コード、営業所屋号、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コー
ド、字丁⽬コード、所在地、番地、⽅書、業者状態区分、移⾏フラグ
【元売業者レコード】 《記録項目17項目》
元売業者コード、カナ名称、漢字名称、略称１５⽂字、略称４⽂字、指定年⽉⽇、変更年⽉⽇、取消年⽉⽇、復活年⽉⽇、事業者番号、状態、合併先元売業者
コード、合併先事業者番号、合併異動年⽉⽇、他ＤＢ反映状況、他ＤＢ反映年⽉⽇、移⾏フラグ

【事業者レコード】 《記録項目121項目》
統⼀事業者コード、県付与事業者コード、更歴番号、主たる事業所コード、業者区分、仮特約フラグ、免税取扱業者フラグ、免税業者フラグ、カナ名称、漢字名称、営業
年度１の０１⽉、営業年度１の０２⽉、営業年度１の０３⽉、営業年度１の０４⽉、営業年度１の０５⽉、営業年度１の０６⽉、営業年度１の０７⽉、営業年
度１の０８⽉、営業年度１の０９⽉、営業年度１の１０⽉、営業年度１の１１⽉、営業年度１の１２⽉、営業年度２の０１⽉、営業年度２の０２⽉、営業年度
２の０３⽉、営業年度２の０４⽉、営業年度２の０５⽉、営業年度２の０６⽉、営業年度２の０７⽉、営業年度２の０８⽉、営業年度２の０９⽉、営業年度２
の１０⽉、営業年度２の１１⽉、営業年度２の１２⽉、営業年度３の０１⽉、営業年度３の０２⽉、営業年度３の０３⽉、営業年度３の０４⽉、営業年度３の
０５⽉、営業年度３の０６⽉、営業年度３の０７⽉、営業年度３の０８⽉、営業年度３の０９⽉、営業年度３の１０⽉、営業年度３の１１⽉、営業年度３の１
２⽉、営業年度４の０１⽉、営業年度４の０２⽉、営業年度４の０３⽉、営業年度４の０４⽉、営業年度４の０５⽉、営業年度４の０６⽉、営業年度４の０７
⽉、営業年度４の０８⽉、営業年度４の０９⽉、営業年度４の１０⽉、営業年度４の１１⽉、営業年度４の１２⽉、営業年度５の０１⽉、営業年度５の０２
⽉、営業年度５の０３⽉、営業年度５の０４⽉、営業年度５の０５⽉、営業年度５の０６⽉、営業年度５の０７⽉、営業年度５の０８⽉、営業年度５の０９
⽉、営業年度５の１０⽉、営業年度５の１１⽉、営業年度５の１２⽉、営業年度６の０１⽉、営業年度６の０２⽉、営業年度６の０３⽉、営業年度６の０４
⽉、営業年度６の０５⽉、営業年度６の０６⽉、営業年度６の０７⽉、営業年度６の０８⽉、営業年度６の０９⽉、営業年度６の１０⽉、営業年度６の１１
⽉、営業年度６の１２⽉、営業年度７の０１⽉、営業年度７の０２⽉、営業年度７の０３⽉、営業年度７の０４⽉、営業年度７の０５⽉、営業年度７の０６
⽉、営業年度７の０７⽉、営業年度７の０８⽉、営業年度７の０９⽉、営業年度７の１０⽉、営業年度７の１１⽉、営業年度７の１２⽉、営業年度８の０１
⽉、営業年度８の０２⽉、営業年度８の０３⽉、営業年度８の０４⽉、営業年度８の０５⽉、営業年度８の０６⽉、営業年度８の０７⽉、営業年度８の０８
⽉、営業年度８の０９⽉、営業年度８の１０⽉、営業年度８の１１⽉、営業年度８の１２⽉、営業年度９の０１⽉、営業年度９の０２⽉、営業年度９の０３
⽉、営業年度９の０４⽉、営業年度９の０５⽉、営業年度９の０６⽉、営業年度９の０７⽉、営業年度９の０８⽉、営業年度９の０９⽉、営業年度９の１０
⽉、営業年度９の１１⽉、営業年度９の１２⽉、更新年⽉⽇、対応年数、その他情報
【事業所レコード】 《記録項目125項目》
事業所コード、更歴番号、業者区分、事業所カナ名称、事業所漢字名称、事業所カナ所在地、事業所漢字所在地、電話番号、市町村コード、所轄事務所コード、営業
年度１の０１⽉、営業年度１の０２⽉、営業年度１の０３⽉、営業年度１の０４⽉、営業年度１の０５⽉、営業年度１の０６⽉、営業年度１の０７⽉、営業年
度１の０８⽉、営業年度１の０９⽉、営業年度１の１０⽉、営業年度１の１１⽉、営業年度１の１２⽉、営業年度２の０１⽉、営業年度２の０２⽉、営業年度
２の０３⽉、営業年度２の０４⽉、営業年度２の０５⽉、営業年度２の０６⽉、営業年度２の０７⽉、営業年度２の０８⽉、営業年度２の０９⽉、営業年度２
の１０⽉、営業年度２の１１⽉、営業年度２の１２⽉、営業年度３の０１⽉、営業年度３の０２⽉、営業年度３の０３⽉、営業年度３の０４⽉、営業年度３の
０５⽉、営業年度３の０６⽉、営業年度３の０７⽉、営業年度３の０８⽉、営業年度３の０９⽉、営業年度３の１０⽉、営業年度３の１１⽉、営業年度３の１
２⽉、営業年度４の０１⽉、営業年度４の０２⽉、営業年度４の０３⽉、営業年度４の０４⽉、営業年度４の０５⽉、営業年度４の０６⽉、営業年度４の０７
⽉、営業年度４の０８⽉、営業年度４の０９⽉、営業年度４の１０⽉、営業年度４の１１⽉、営業年度４の１２⽉、営業年度５の０１⽉、営業年度５の０２
⽉、営業年度５の０３⽉、営業年度５の０４⽉、営業年度５の０５⽉、営業年度５の０６⽉、営業年度５の０７⽉、営業年度５の０８⽉、営業年度５の０９
⽉、営業年度５の１０⽉、営業年度５の１１⽉、営業年度５の１２⽉、営業年度６の０１⽉、営業年度６の０２⽉、営業年度６の０３⽉、営業年度６の０４
⽉、営業年度６の０５⽉、営業年度６の０６⽉、営業年度６の０７⽉、営業年度６の０８⽉、営業年度６の０９⽉、営業年度６の１０⽉、営業年度６の１１
⽉、営業年度６の１２⽉、営業年度７の０１⽉、営業年度７の０２⽉、営業年度７の０３⽉、営業年度７の０４⽉、営業年度７の０５⽉、営業年度７の０６
⽉、営業年度７の０７⽉、営業年度７の０８⽉、営業年度７の０９⽉、営業年度７の１０⽉、営業年度７の１１⽉、営業年度７の１２⽉、営業年度８の０１
⽉、営業年度８の０２⽉、営業年度８の０３⽉、営業年度８の０４⽉、営業年度８の０５⽉、営業年度８の０６⽉、営業年度８の０７⽉、営業年度８の０８
⽉、営業年度８の０９⽉、営業年度８の１０⽉、営業年度８の１１⽉、営業年度８の１２⽉、営業年度９の０１⽉、営業年度９の０２⽉、営業年度９の０３
⽉、営業年度９の０４⽉、営業年度９の０５⽉、営業年度９の０６⽉、営業年度９の０７⽉、営業年度９の０８⽉、営業年度９の０９⽉、営業年度９の１０
⽉、営業年度９の１１⽉、営業年度９の１２⽉、更新年⽉⽇、事務所コード、予備データ、整理番号、対応年度、仮特約フラグ、その他情報
【需要家等レコード】 《記録項目18項目》
統⼀事業所コード、県付与事業所コード、更新履歴番号、免税業者フラグ、カナ名称、漢字名称、カナ所在地、漢字所在地、電話番号、所在市町村コード、所轄事務所
コード、登録年⽉⽇、抹消年⽉⽇、更新年⽉⽇、事務所コード、予備データ、整理番号、その他情報
【使用済免税証レコード】 《記録項目138項目》
回収年⽉、本府分０１業種、本府分０１数量、本府分０２業種、本府分０２数量、本府分０３業種、本府分０３数量、本府分０４業種、本府分０４数量、本
府分０５業種、本府分０５数量、本府分０６業種、本府分０６数量、本府分０７業種、本府分０７数量、本府分０８業種、本府分０８数量、本府分０９業
種、本府分０９数量、本府分１０業種、本府分１０数量、本府分１１業種、本府分１１数量、本府分１２業種、本府分１２数量、本府分１３業種、本府分１
３数量、本府分１４業種、本府分１４数量、本府分１５業種、本府分１５数量、本府分１６業種、本府分１６数量、本府分１７業種、本府分１７数量、本府
分１８業種、本府分１８数量、本府分１９業種、本府分１９数量、本府分２０業種、本府分２０数量、本府分２１業種、本府分２１数量、本府分２２業種、
本府分２２数量、本府分２３業種、本府分２３数量、本府分２４業種、本府分２４数量、本府分２５業種、本府分２５数量、本府分２６業種、本府分２６数
量、本府分２７業種、本府分２７数量、本府分２８業種、本府分２８数量、本府分２９業種、本府分２９数量、本府分３０業種、本府分３０数量、本府分３
１業種、本府分３１数量、本府分３２業種、本府分３２数量、本府分３３業種、本府分３３数量、本府分３４業種、本府分３４数量、他県分０１業種、他県
分０１数量、他県分０２業種、他県分０２数量、他県分０３業種、他県分０３数量、他県分０４業種、他県分０４数量、他県分０５業種、他県分０５数量、
他県分０６業種、他県分０６数量、他県分０７業種、他県分０７数量、他県分０８業種、他県分０８数量、他県分０９業種、他県分０９数量、他県分１０業
種、他県分１０数量、他県分１１業種、他県分１１数量、他県分１２業種、他県分１２数量、他県分１３業種、他県分１３数量、他県分１４業種、他県分１
４数量、他県分１５業種、他県分１５数量、他県分１６業種、他県分１６数量、他県分１７業種、他県分１７数量、他県分１８業種、他県分１８数量、他県
分１９業種、他県分１９数量、他県分２０業種、他県分２０数量、他県分２１業種、他県分２１数量、他県分２２業種、他県分２２数量、他県分２３業種、
他県分２３数量、他県分２４業種、他県分２４数量、他県分２５業種、他県分２５数量、他県分２６業種、他県分２６数量、他県分２７業種、他県分２７数
量、他県分２８業種、他県分２８数量、他県分２９業種、他県分２９数量、他県分３０業種、他県分３０数量、他県分３１業種、他県分３１数量、他県分３
２業種、他県分３２数量、他県分３３業種、他県分３３数量、他県分３４業種、他県分３４数量、移⾏フラグ
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処理年⽉⽇、開始記号番号、終了記号番号、使⽤者証番号、免税業種コード、免軽使⽤者名称、使⽤者法⼈格等組織コード、使⽤者法⼈格組織前後コード、免軽
使⽤者営業所屋号、交付年⽉⽇、有効年⽉⽇、承認数量、承認枚数、交付０１販売業者名称、交付０１販売業者法⼈格等組織コード、交付０１販売業者法⼈
格組織前後コード、交付０１販売業者営業所屋号、交付０１販売業者都道府県コード、交付０１販売業者所在地、交付０１販売業者番地、交付０１販売業者
方書、交付０１免税証０１種類コード、交付０１免税証０１枚数、交付０１免税証０２種類コード、交付０１免税証０２枚数、交付０１免税証０３種類コー
ド、交付０１免税証０３枚数、交付０１免税証０４種類コード、交付０１免税証０４枚数、交付０１免税証０５種類コード、交付０１免税証０５枚数、交付０
１免税証０６種類コード、交付０１免税証０６枚数、交付０１免税証０７種類コード、交付０１免税証０７枚数、交付０１免税証０８種類コード、交付０１免
税証０８枚数、交付０１免税証０９種類コード、交付０１免税証０９枚数、交付０１免税証１０種類コード、交付０１免税証１０枚数、交付０１免税証１１
種類コード、交付０１免税証１１枚数、交付０１免税証１２種類コード、交付０１免税証１２枚数、交付０１免税証１３種類コード、交付０１免税証１３枚
数、交付０１免税証１４種類コード、交付０１免税証１４枚数、交付０２販売業者名称、交付０２販売業者法人格等組織コード、交付０２販売業者法人格組
織前後コード、交付０２販売業者営業所屋号、交付０２販売業者都道府県コード、交付０２販売業者所在地、交付０２販売業者番地、交付０２販売業者方書、
交付０２免税証０１種類コード、交付０２免税証０１枚数、交付０２免税証０２種類コード、交付０２免税証０２枚数、交付０２免税証０３種類コード、交付
０２免税証０３枚数、交付０２免税証０４種類コード、交付０２免税証０４枚数、交付０２免税証０５種類コード、交付０２免税証０５枚数、交付０２免税
証０６種類コード、交付０２免税証０６枚数、交付０２免税証０７種類コード、交付０２免税証０７枚数、交付０２免税証０８種類コード、交付０２免税証０
８枚数、交付０２免税証０９種類コード、交付０２免税証０９枚数、交付０２免税証１０種類コード、交付０２免税証１０枚数、交付０２免税証１１種類コー
ド、交付０２免税証１１枚数、交付０２免税証１２種類コード、交付０２免税証１２枚数、交付０２免税証１３種類コード、交付０２免税証１３枚数、交付０
２免税証１４種類コード、交付０２免税証１４枚数、交付０３販売業者名称、交付０３販売業者法人格等組織コード、交付０３販売業者法人格組織前後コー
ド、交付０３販売業者営業所屋号、交付０３販売業者都道府県コード、交付０３販売業者所在地、交付０３販売業者番地、交付０３販売業者方書、交付０３
免税証０１種類コード、交付０３免税証０１枚数、交付０３免税証０２種類コード、交付０３免税証０２枚数、交付０３免税証０３種類コード、交付０３免税
証０３枚数、交付０３免税証０４種類コード、交付０３免税証０４枚数、交付０３免税証０５種類コード、交付０３免税証０５枚数、交付０３免税証０６種
類コード、交付０３免税証０６枚数、交付０３免税証０７種類コード、交付０３免税証０７枚数、交付０３免税証０８種類コード、交付０３免税証０８枚数、
交付０３免税証０９種類コード、交付０３免税証０９枚数、交付０３免税証１０種類コード、交付０３免税証１０枚数、交付０３免税証１１種類コード、交付
０３免税証１１枚数、交付０３免税証１２種類コード、交付０３免税証１２枚数、交付０３免税証１３種類コード、交付０３免税証１３枚数、交付０３免税
証１４種類コード、交付０３免税証１４枚数、交付０４販売業者名称、交付０４販売業者法人格等組織コード、交付０４販売業者法人格組織前後コード、交付
０４販売業者営業所屋号、交付０４販売業者都道府県コード、交付０４販売業者所在地、交付０４販売業者番地、交付０４販売業者方書、交付０４免税証
０１種類コード、交付０４免税証０１枚数、交付０４免税証０２種類コード、交付０４免税証０２枚数、交付０４免税証０３種類コード、交付０４免税証０３
枚数、交付０４免税証０４種類コード、交付０４免税証０４枚数、交付０４免税証０５種類コード、交付０４免税証０５枚数、
交付０４免税証０６種類コード、交付０４免税証０６枚数、交付０４免税証０７種類コード、交付０４免税証０７枚数、交付０４免税証０８種類コード、交付
０４免税証０８枚数、交付０４免税証０９種類コード、交付０４免税証０９枚数、交付０４免税証１０種類コード、交付０４免税証１０枚数、交付０４免税
証１１種類コード、交付０４免税証１１枚数、交付０４免税証１２種類コード、交付０４免税証１２枚数、交付０４免税証１３種類コード、交付０４免税証１
３枚数、交付０４免税証１４種類コード、交付０４免税証１４枚数、交付０５販売業者名称、交付０５販売業者法人格等組織コード、交付０５販売業者法人
格組織前後コード、交付０５販売業者営業所屋号、交付０５販売業者都道府県コード、交付０５販売業者所在地、交付０５販売業者番地、交付０５販売業者
方書、交付０５免税証０１種類コード、交付０５免税証０１枚数、交付０５免税証０２種類コード、交付０５免税証０２枚数、交付０５免税証０３種類コー
ド、交付０５免税証０３枚数、交付０５免税証０４種類コード、交付０５免税証０４枚数、交付０５免税証０５種類コード、交付０５免税証０５枚数、交付０
５免税証０６種類コード、交付０５免税証０６枚数、交付０５免税証０７種類コード、交付０５免税証０７枚数、交付０５免税証０８種類コード、交付０５免
税証０８枚数、交付０５免税証０９種類コード、交付０５免税証０９枚数、交付０５免税証１０種類コード、交付０５免税証１０枚数、交付０５免税証１１
種類コード、交付０５免税証１１枚数、交付０５免税証１２種類コード、交付０５免税証１２枚数、交付０５免税証１３種類コード、交付０５免税証１３枚
数、交付０５免税証１４種類コード、交付０５免税証１４枚数、交付０６販売業者名称、交付０６販売業者法人格等組織コード、交付０６販売業者法人格組
織前後コード、交付０６販売業者営業所屋号、交付０６販売業者都道府県コード、交付０６販売業者所在地、交付０６販売業者番地、交付０６販売業者方書、
交付０６免税証０１種類コード、交付０６免税証０１枚数、交付０６免税証０２種類コード、交付０６免税証０２枚数、交付０６免税証０３種類コード、交付
０６免税証０３枚数、交付０６免税証０４種類コード、交付０６免税証０４枚数、交付０６免税証０５種類コード、交付０６免税証０５枚数、交付０６免税
証０６種類コード、交付０６免税証０６枚数、交付０６免税証０７種類コード、交付０６免税証０７枚数、交付０６免税証０８種類コード、交付０６免税証０
８枚数、交付０６免税証０９種類コード、交付０６免税証０９枚数、交付０６免税証１０種類コード、交付０６免税証１０枚数、交付０６免税証１１種類コー
ド、交付０６免税証１１枚数、交付０６免税証１２種類コード、交付０６免税証１２枚数、交付０６免税証１３種類コード、交付０６免税証１３枚数、交付０
６免税証１４種類コード、交付０６免税証１４枚数、交付０７販売業者名称、交付０７販売業者法人格等組織コード、交付０７販売業者法人格組織前後コー
ド、交付０７販売業者営業所屋号、交付０７販売業者都道府県コード、交付０７販売業者所在地、交付０７販売業者番地、交付０７販売業者方書、交付０７
免税証０１種類コード、交付０７免税証０１枚数、交付０７免税証０２種類コード、交付０７免税証０２枚数、交付０７免税証０３種類コード、交付０７免税
証０３枚数、交付０７免税証０４種類コード、交付０７免税証０４枚数、交付０７免税証０５種類コード、交付０７免税証０５枚数、交付０７免税証０６種
類コード、交付０７免税証０６枚数、交付０７免税証０７種類コード、交付０７免税証０７枚数、交付０７免税証０８種類コード、交付０７免税証０８枚数、
交付０７免税証０９種類コード、交付０７免税証０９枚数、交付０７免税証１０種類コード、交付０７免税証１０枚数、交付０７免税証１１種類コード、交付
０７免税証１１枚数、交付０７免税証１２種類コード、交付０７免税証１２枚数、交付０７免税証１３種類コード、交付０７免税証１３枚数、交付０７免税
証１４種類コード、交付０７免税証１４枚数、

交付０８販売業者名称、交付０８販売業者法人格等組織コード、交付０８販売業者法人格組織前後コード、交付０８販売業者営業所屋号、交付０８販売業者
都道府県コード、交付０８販売業者所在地、交付０８販売業者番地、交付０８販売業者方書、交付０８免税証０１種類コード、交付０８免税証０１枚数、交付
０８免税証０２種類コード、交付０８免税証０２枚数、交付０８免税証０３種類コード、交付０８免税証０３枚数、交付０８免税証０４種類コード、交付０８
免税証０４枚数、交付０８免税証０５種類コード、交付０８免税証０５枚数、交付０８免税証０６種類コード、交付０８免税証０６枚数、交付０８免税証０
７種類コード、交付０８免税証０７枚数、交付０８免税証０８種類コード、交付０８免税証０８枚数、交付０８免税証０９種類コード、交付０８免税証０９枚
数、交付０８免税証１０種類コード、交付０８免税証１０枚数、交付０８免税証１１種類コード、交付０８免税証１１枚数、交付０８免税証１２種類コード、
交付０８免税証１２枚数、交付０８免税証１３種類コード、交付０８免税証１３枚数、交付０８免税証１４種類コード、交付０８免税証１４枚数、交付０９
販売業者名称、交付０９販売業者法人格等組織コード、交付０９販売業者法人格組織前後コード、交付０９販売業者営業所屋号、交付０９販売業者都道府県
コード、交付０９販売業者所在地、交付０９販売業者番地、交付０９販売業者書、交付０９免税証０１種類コード、交付０９免税証０１枚数、交付０９免税証
０２種類コード、交付０９免税証０２枚数、交付０９免税証０３種類コード、交付０９免税証０３枚数、交付０９免税証０４種類コード、交付０９免税証０４
枚数、交付０９免税証０５種類コード、交付０９免税証０５枚数、交付０９免税証０６種類コード、交付０９免税証０６枚数、交付０９免税証０７種類コー
ド、交付０９免税証０７枚数、交付０９免税証０８種類コード、交付０９免税証０８枚数、交付０９免税証０９種類コード、交付０９免税証０９枚数、交付０
９免税証１０種類コード、交付０９免税証１０枚数、交付０９免税証１１種類コード、交付０９免税証１１枚数、交付０９免税証１２種類コード、交付０９免
税証１２枚数、交付０９免税証１３種類コード、交付０９免税証１３枚数、交付０９免税証１４種類コード、交付０９免税証１４枚数、交付１０販売業者名
称、交付１０販売業者法人格等組織コード、交付１０販売業者法人格組織前後コード、交付１０販売業者営業所屋号、交付１０販売業者都道府県コード、交付
１０販売業者所在地、交付１０販売業者番地、交付１０販売業者方書、交付１０免税証０１種類コード、交付１０免税証０１枚数、交付１０免税証０２種
類コード、交付１０免税証０２枚数、交付１０免税証０３種類コード、交付１０免税証０３枚数、交付１０免税証０４種類コード、交付１０免税証０４枚数、
交付１０免税証０５種類コード、交付１０免税証０５枚数、交付１０免税証０６種類コード、交付１０免税証０６枚数、交付１０免税証０７種類コード、交付
１０免税証０７枚数、交付１０免税証０８種類コード、交付１０免税証０８枚数、交付１０免税証０９種類コード、交付１０免税証０９枚数、交付１０免税
証１０種類コード、交付１０免税証１０枚数、交付１０免税証１１種類コード、交付１０免税証１１枚数、交付１０免税証１２種類コード、交付１０免税証１
２枚数、交付１０免税証１３種類コード、交付１０免税証１３枚数、交付１０免税証１４種類コード、交付１０免税証１４枚数、発⾏年⽉⽇、書損年⽉⽇、移
⾏フラグ
【設備名寄せレコード】 《記録項目18項目》
キー名寄せ区分、キーカナ名称、キー人格区分、キー事業者番号、キー設備区分、キー設備番号、キーカナ区分、カナ位置、事業者カナ名称、事業者漢字名称、法人格
等組織コード、法⼈格組織前後コード、元売業者コード、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コード、移⾏フラグ
【事業者別引渡先照会レコード】 《記録項目8項目》
キー仕⼊先事業者番号、キー仕⼊先⼈格区分コード、キー仕⼊先組織コード、キー仕⼊先組織前後コード、キー仕⼊先名称、キー設備番号、データ設備区分、移⾏フラ
グ
【免税証交付依頼情報レコード】 《記録項目378項目》
制御情報処理年⽉⽇、総ブロック数、使⽤中ブロック数、空ブロック数、依頼処理年⽉⽇、依頼使⽤者証番号、依頼免税業種コード、依頼使⽤者名称、依頼使⽤者法
⼈格等組織コード、依頼使⽤者法⼈格組織前後コード、依頼使⽤者営業所屋号、交付年⽉⽇、有効年⽉⽇、承認数量、承認枚数、交付０１販売業者名称、交付
０１販売業者法人格等組織コード、交付０１販売業者法人格組織前後コード、交付０１販売業者営業所屋号、交付０１販売業者都道府県コード、交付０１販売
業者所在地、交付０１販売業者番地、交付０１販売業者方書、交付０１免税証０１種類コード、交付０１免税証０１枚数、交付０１免税証０２種類コード、交
付０１免税証０２枚数、交付０１免税証０３種類コード、交付０１免税証０３枚数、交付０１免税証０４種類コード、交付０１免税証０４枚数、交付０１免
税証０５種類コード、交付０１免税証０５枚数、交付０１免税証０６種類コード、交付０１免税証０６枚数、交付０１免税証０７種類コード、交付０１免税証
０７枚数、交付０１免税証０８種類コード、交付０１免税証０８枚数、交付０１免税証０９種類コード、交付０１免税証０９枚数、交付０１免税証１０種類
コード、交付０１免税証１０枚数、交付０１免税証１１種類コード、交付０１免税証１１枚数、交付０１免税証１２種類コード、交付０１免税証１２枚数、交
付０１免税証１３種類コード、交付０１免税証１３枚数、交付０１免税証１４種類コード、交付０１免税証１４枚数、交付０２販売業者名称、交付０２販売
業者法人格等組織コード、交付０２販売業者法人格組織前後コード、交付０２販売業者営業所屋号、交付０２販売業者都道府県コード、交付０２販売業者所在
地、交付０２販売業者番地、交付０２販売業者方書、交付０２免税証０１種類コード、交付０２免税証０１枚数、交付０２免税証０２種類コード、交付０２免
税証０２枚数、交付０２免税証０３種類コード、交付０２免税証０３枚数、交付０２免税証０４種類コード、交付０２免税証０４枚数、交付０２免税証０５
種類コード、交付０２免税証０５枚数、交付０２免税証０６種類コード、交付０２免税証０６枚数、交付０２免税証０７種類コード、交付０２免税証０７枚
数、交付０２免税証０８種類コード、交付０２免税証０８枚数、交付０２免税証０９種類コード、交付０２免税証０９枚数、交付０２免税証１０種類コード、
交付０２免税証１０枚数、交付０２免税証１１種類コード、交付０２免税証１１枚数、交付０２免税証１２種類コード、交付０２免税証１２枚数、交付０２
免税証１３種類コード、交付０２免税証１３枚数、交付０２免税証１４種類コード、交付０２免税証１４枚数、交付０３販売業者名称、交付０３販売業者法
人格等組織コード、交付０３販売業者法人格組織前後コード、交付０３販売業者営業所屋号、交付０３販売業者都道府県コード、交付０３販売業者所在地、交
付０３販売業者番地、交付０３販売業者方書、交付０３免税証０１種類コード、交付０３免税証０１枚数、交付０３免税証０２種類コード、交付０３免税証
０２枚数、交付０３免税証０３種類コード、交付０３免税証０３枚数、交付０３免税証０４種類コード、交付０３免税証０４枚数、交付０３免税証０５種類
コード、交付０３免税証０５枚数、交付０３免税証０６種類コード、交付０３免税証０６枚数、交付０３免税証０７種類コード、交付０３免税証０７枚数、交
付０３免税証０８種類コード、交付０３免税証０８枚数、交付０３免税証０９種類コード、交付０３免税証０９枚数、交付０３免税証１０種類コード、交付０
３免税証１０枚数、交付０３免税証１１種類コード、交付０３免税証１１枚数、交付０３免税証１２種類コード、交付０３免税証１２枚数、交付０３免税証
１３種類コード、交付０３免税証１３枚数、交付０３免税証１４種類コード、交付０３免税証１４枚数、交付０４販売業者名称、交付０４販売業者法人格等
組織コード、交付０４販売業者法人格組織前後コード、交付０４販売業者営業所屋号、交付０４販売業者都道府県コード、交付０４販売業者所在地、交付０４
販売業者番地、交付０４販売業者方書、交付０４免税証０１種類コード、交付０４免税証０１枚数、交付０４免税証０２種類コード、交付０４免税証０２枚
数、交付０４免税証０３種類コード、交付０４免税証０３枚数、交付０４免税証０４種類コード、交付０４免税証０４枚数、交付０４免税証０５種類コード、
交付０４免税証０５枚数、交付０４免税証０６種類コード、交付０４免税証０６枚数、

制御情報処理年⽉⽇、総ブロック数、使⽤中ブロック数、空ブロック数、依頼処理年⽉⽇、依頼使⽤者証番号、依頼免税業種コード、依頼使⽤者名称、依頼使⽤者法
⼈格等組織コード、依頼使⽤者法⼈格組織前後コード、依頼使⽤者営業所屋号、交付年⽉⽇、有効年⽉⽇、承認数量、承認枚数、交付０１販売業者名称、交付
０１販売業者法人格等組織コード、交付０１販売業者法人格組織前後コード、交付０１販売業者営業所屋号、交付０１販売業者都道府県コード、交付０１販売
業者所在地、交付０１販売業者番地、交付０１販売業者方書、交付０１免税証０１種類コード、交付０１免税証０１枚数、交付０１免税証０２種類コード、交
付０１免税証０２枚数、交付０１免税証０３種類コード、交付０１免税証０３枚数、交付０１免税証０４種類コード、交付０１免税証０４枚数、交付０１免
税証０５種類コード、交付０１免税証０５枚数、交付０１免税証０６種類コード、交付０１免税証０６枚数、交付０１免税証０７種類コード、交付０１免税証
０７枚数、交付０１免税証０８種類コード、交付０１免税証０８枚数、交付０１免税証０９種類コード、交付０１免税証０９枚数、交付０１免税証１０種類
コード、交付０１免税証１０枚数、交付０１免税証１１種類コード、交付０１免税証１１枚数、交付０１免税証１２種類コード、交付０１免税証１２枚数、交
付０１免税証１３種類コード、交付０１免税証１３枚数、交付０１免税証１４種類コード、交付０１免税証１４枚数、交付０２販売業者名称、交付０２販売
業者法人格等組織コード、交付０２販売業者法人格組織前後コード、交付０２販売業者営業所屋号、交付０２販売業者都道府県コード、交付０２販売業者所在
地、交付０２販売業者番地、交付０２販売業者方書、交付０２免税証０１種類コード、交付０２免税証０１枚数、交付０２免税証０２種類コード、交付０２免
税証０２枚数、交付０２免税証０３種類コード、交付０２免税証０３枚数、交付０２免税証０４種類コード、交付０２免税証０４枚数、交付０２免税証０５
種類コード、交付０２免税証０５枚数、交付０２免税証０６種類コード、交付０２免税証０６枚数、交付０２免税証０７種類コード、交付０２免税証０７枚
数、交付０２免税証０８種類コード、交付０２免税証０８枚数、交付０２免税証０９種類コード、交付０２免税証０９枚数、交付０２免税証１０種類コード、
交付０２免税証１０枚数、交付０２免税証１１種類コード、交付０２免税証１１枚数、交付０２免税証１２種類コード、交付０２免税証１２枚数、交付０２
免税証１３種類コード、交付０２免税証１３枚数、交付０２免税証１４種類コード、交付０２免税証１４枚数、交付０３販売業者名称、交付０３販売業者法
人格等組織コード、交付０３販売業者法人格組織前後コード、交付０３販売業者営業所屋号、交付０３販売業者都道府県コード、交付０３販売業者所在地、交
付０３販売業者番地、交付０３販売業者方書、交付０３免税証０１種類コード、交付０３免税証０１枚数、交付０３免税証０２種類コード、交付０３免税証
０２枚数、交付０３免税証０３種類コード、交付０３免税証０３枚数、交付０３免税証０４種類コード、交付０３免税証０４枚数、交付０３免税証０５種類
コード、交付０３免税証０５枚数、交付０３免税証０６種類コード、交付０３免税証０６枚数、交付０３免税証０７種類コード、交付０３免税証０７枚数、交
付０３免税証０８種類コード、交付０３免税証０８枚数、交付０３免税証０９種類コード、交付０３免税証０９枚数、交付０３免税証１０種類コード、交付０
３免税証１０枚数、交付０３免税証１１種類コード、交付０３免税証１１枚数、交付０３免税証１２種類コード、交付０３免税証１２枚数、交付０３免税証
１３種類コード、交付０３免税証１３枚数、交付０３免税証１４種類コード、交付０３免税証１４枚数、交付０４販売業者名称、交付０４販売業者法人格等
組織コード、交付０４販売業者法人格組織前後コード、交付０４販売業者営業所屋号、交付０４販売業者都道府県コード、交付０４販売業者所在地、交付０４
販売業者番地、交付０４販売業者方書、交付０４免税証０１種類コード、交付０４免税証０１枚数、交付０４免税証０２種類コード、交付０４免税証０２枚
数、交付０４免税証０３種類コード、交付０４免税証０３枚数、交付０４免税証０４種類コード、交付０４免税証０４枚数、交付０４免税証０５種類コード、
交付０４免税証０５枚数、交付０４免税証０６種類コード、交付０４免税証０６枚数、
交付０４免税証０７種類コード、交付０４免税証０７枚数、交付０４免税証０８種類コード、交付０４免税証０８枚数、交付０４免税証０９種類コード、交付
０４免税証０９枚数、交付０４免税証１０種類コード、交付０４免税証１０枚数、交付０４免税証１１種類コード、交付０４免税証１１枚数、交付０４免税
証１２種類コード、交付０４免税証１２枚数、交付０４免税証１３種類コード、交付０４免税証１３枚数、交付０４免税証１４種類コード、交付０４免税証１
４枚数、交付０５販売業者名称、交付０５販売業者法人格等組織コード、交付０５販売業者法人格組織前後コード、交付０５販売業者営業所屋号、交付０５
販売業者都道府県コード、交付０５販売業者所在地、交付０５販売業者番地、交付０５販売業者方書、交付０５免税証０１種類コード、交付０５免税証０１
枚数、交付０５免税証０２種類コード、交付０５免税証０２枚数、交付０５免税証０３種類コード、交付０５免税証０３枚数、交付０５免税証０４種類コー
ド、交付０５免税証０４枚数、交付０５免税証０５種類コード、交付０５免税証０５枚数、交付０５免税証０６種類コード、交付０５免税証０６枚数、交付０
５免税証０７種類コード、交付０５免税証０７枚数、交付０５免税証０８種類コード、交付０５免税証０８枚数、交付０５免税証０９種類コード、交付０５免
税証０９枚数、交付０５免税証１０種類コード、交付０５免税証１０枚数、交付０５免税証１１種類コード、交付０５免税証１１枚数、交付０５免税証１２
種類コード、交付０５免税証１２枚数、交付０５免税証１３種類コード、交付０５免税証１３枚数、交付０５免税証１４種類コード、交付０５免税証１４枚
数、交付０６販売業者名称、交付０６販売業者法人格等組織コード、交付０６販売業者法人格組織前後コード、交付０６販売業者営業所屋号、交付０６販売
業者都道府県コード、交付０６販売業者所在地、交付０６販売業者番地、交付０６販売業者方書、交付０６免税証０１種類コード、交付０６免税証０１枚数、
交付０６免税証０２種類コード、交付０６免税証０２枚数、交付０６免税証０３種類コード、交付０６免税証０３枚数、交付０６免税証０４種類コード、交付
０６免税証０４枚数、交付０６免税証０５種類コード、交付０６免税証０５枚数、交付０６免税証０６種類コード、交付０６免税証０６枚数、交付０６免税
証０７種類コード、交付０６免税証０７枚数、交付０６免税証０８種類コード、交付０６免税証０８枚数、交付０６免税証０９種類コード、交付０６免税証０
９枚数、交付０６免税証１０種類コード、交付０６免税証１０枚数、交付０６免税証１１種類コード、交付０６免税証１１枚数、交付０６免税証１２種類コー
ド、交付０６免税証１２枚数、交付０６免税証１３種類コード、交付０６免税証１３枚数、交付０６免税証１４種類コード、交付０６免税証１４枚数、交付０
７販売業者名称、交付０７販売業者法人格等組織コード、交付０７販売業者法人格組織前後コード、交付０７販売業者営業所屋号、交付０７販売業者都道府
県コード、交付０７販売業者所在地、交付０７販売業者番地、交付０７販売業者方書、交付０７免税証０１種類コード、交付０７免税証０１枚数、交付０７免
税証０２種類コード、交付０７免税証０２枚数、交付０７免税証０３種類コード、交付０７免税証０３枚数、交付０７免税証０４種類コード、交付０７免税証
０４枚数、交付０７免税証０５種類コード、交付０７免税証０５枚数、交付０７免税証０６種類コード、交付０７免税証０６枚数、交付０７免税証０７種類
コード、交付０７免税証０７枚数、交付０７免税証０８種類コード、交付０７免税証０８枚数、交付０７免税証０９種類コード、交付０７免税証０９枚数、交
付０７免税証１０種類コード、交付０７免税証１０枚数、交付０７免税証１１種類コード、交付０７免税証１１枚数、交付０７免税証１２種類コード、交付０
７免税証１２枚数、交付０７免税証１３種類コード、交付０７免税証１３枚数、交付０７免税証１４種類コード、交付０７免税証１４枚数、交付０８販売業
者名称、交付０８販売業者法人格等組織コード、交付０８販売業者法人格組織前後コード、交付０８販売業者営業所屋号、交付０８販売業者都道府県コード、
交付０８販売業者所在地、交付０８販売業者番地、交付０８販売業者方書、交付０８免税証０１種類コード、交付０８免税証０１枚数、交付０８免税証０
２種類コード、交付０８免税証０２枚数、交付０８免税証０３種類コード、交付０８免税証０３枚数、交付０８免税証０４種類コード、交付０８免税証０４枚
数、交付０８免税証０５種類コード、交付０８免税証０５枚数、

交付０８免税証０６種類コード、交付０８免税証０６枚数、交付０８免税証０７種類コード、交付０８免税証０７枚数、交付０８免税証０８種類コード、交付
０８免税証０８枚数、交付０８免税証０９種類コード、交付０８免税証０９枚数、交付０８免税証１０種類コード、交付０８免税証１０枚数、交付０８免税
証１１種類コード、交付０８免税証１１枚数、交付０８免税証１２種類コード、交付０８免税証１２枚数、交付０８免税証１３種類コード、交付０８免税証１
３枚数、交付０８免税証１４種類コード、交付０８免税証１４枚数、交付０９販売業者名称、交付０９販売業者法人格等組織コード、交付０９販売業者法人
格組織前後コード、交付０９販売業者営業所屋号、交付０９販売業者都道府県コード、交付０９販売業者所在地、交付０９販売業者番地、交付０９販売業者
方書、交付０９免税証０１種類コード、交付０９免税証０１枚数、交付０９免税証０２種類コード、交付０９免税証０２枚数、交付０９免税証０３種類コー
ド、交付０９免税証０３枚数、交付０９免税証０４種類コード、交付０９免税証０４枚数、交付０９免税証０５種類コード、交付０９免税証０５枚数、交付０
９免税証０６種類コード、交付０９免税証０６枚数、交付０９免税証０７種類コード、交付０９免税証０７枚数、交付０９免税証０８種類コード、交付０９免
税証０８枚数、交付０９免税証０９種類コード、交付０９免税証０９枚数、交付０９免税証１０種類コード、交付０９免税証１０枚数、交付０９免税証１１
種類コード、交付０９免税証１１枚数、交付０９免税証１２種類コード、交付０９免税証１２枚数、交付０９免税証１３種類コード、交付０９免税証１３枚
数、交付０９免税証１４種類コード、交付０９免税証１４枚数、交付１０販売業者名称、交付１０販売業者法人格等組織コード、交付１０販売業者法人格組
織前後コード、交付１０販売業者営業所屋号、交付１０販売業者都道府県コード、交付１０販売業者所在地、交付１０販売業者番地、交付１０販売業者方書、
交付１０免税証０１種類コード、交付１０免税証０１枚数、交付１０免税証０２種類コード、交付１０免税証０２枚数、交付１０免税証０３種類コード、交付
１０免税証０３枚数、交付１０免税証０４種類コード、交付１０免税証０４枚数、交付１０免税証０５種類コード、交付１０免税証０５枚数、交付１０免税
証０６種類コード、交付１０免税証０６枚数、交付１０免税証０７種類コード、交付１０免税証０７枚数、交付１０免税証０８種類コード、交付１０免税証０
８枚数、交付１０免税証０９種類コード、交付１０免税証０９枚数、交付１０免税証１０種類コード、交付１０免税証１０枚数、交付１０免税証１１種類コー
ド、交付１０免税証１１枚数、交付１０免税証１２種類コード、交付１０免税証１２枚数、交付１０免税証１３種類コード、交付１０免税証１３枚数、交付１
０免税証１４種類コード、交付１０免税証１４枚数、発⾏年⽉⽇、削除フラグ、移⾏フラグ
【需要者レコード】 《記録項目11項目》
統⼀事業所コード、県付与事業所コード、更歴番号、主たる事業所コード、免税業者フラグ、カナ名称、漢字名称、登録年⽉⽇、廃⽌年⽉⽇、更新年⽉⽇、その他情報

【徴収奨励⾦⽀払レコード】 《記録項⽬65項⽬》
事務所コード、税⽬コード、徴収番号、⽀出年度、元売特約等コード、処理年⽉⽇、⽀払通知書区分、振替先銀⾏コード、振替先⽀店コード、振替先銀⾏名、振替先
⽀店名、預⾦種別コード、⼝座番号、⽀払区分、管内管外区分、主たる納税者番号、送付先区分、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コー
ド、漢字所在地、番地、⽅書、住所オーバー区分、郵便番号１、郵便番号２、法⼈格等組織コード、法⼈格組織前後コード、名称、事務所営業所、名称オーバー区
分、納税者法⼈格等組織コード、納税者法⼈格組織前後コード、納税者名称、加算⾦決定フラグ、交付率、シーリング、全⽉フラグ、強制フラグ、減額交付有無、完納税
額、減額額、前年度までの繰越額計、交付対象年度発⽣分計、減額情報１算定基礎対象年度、減額情報１前年度までの繰越額、減額情報１交付対象年度発⽣
分、減額情報２算定基礎対象年度、減額情報２前年度までの繰越額、減額情報２交付対象年度発⽣分、減額情報３算定基礎対象年度、減額情報３前年度まで
の繰越額、減額情報３交付対象年度発⽣分、減額情報４算定基礎対象年度、減額情報４前年度までの繰越額、減額情報４交付対象年度発⽣分、算定基礎額、
算出額、徴収奨励⾦額、繰越控除額、算出基礎期間経過分、引抜対象フラグ、連携ファイル作成済フラグ、移⾏フラグ

【徴収奨励⾦減算対象レコード】 《記録項⽬150項⽬》
事務所コード、税⽬コード、徴収番号、⽀出年度、調定年度、申告情報０１期別、申告情報０１交付対象フラグ、申告情報０１完納フラグ、申告情報０１猶予外税
額、申告情報０１猶予外完納日、申告情報０１猶予外期限後フラグ、申告情報０１猶予１税額、申告情報０１猶予１完納日、申告情報０１猶予１期限後フラ
グ、申告情報０１猶予２税額、申告情報０１猶予２完納日、申告情報０１猶予２期限後フラグ、申告情報０２期別、申告情報０２交付対象フラグ、申告情報０
２完納フラグ、申告情報０２猶予外税額、申告情報０２猶予外完納日、申告情報０２猶予外期限後フラグ、申告情報０２猶予１税額、申告情報０２猶予１完
納日、申告情報０２猶予１期限後フラグ、申告情報０２猶予２税額、申告情報０２猶予２完納日、申告情報０２猶予２期限後フラグ、申告情報０３期別、申告
情報０３交付対象フラグ、申告情報０３完納フラグ、申告情報０３猶予外税額、申告情報０３猶予外完納日、申告情報０３猶予外期限後フラグ、申告情報０３
猶予１税額、申告情報０３猶予１完納日、申告情報０３猶予１期限後フラグ、申告情報０３猶予２税額、申告情報０３猶予２完納日、申告情報０３猶予２期
限後フラグ、申告情報０４期別、申告情報０４交付対象フラグ、申告情報０４完納フラグ、申告情報０４猶予外税額、申告情報０４猶予外完納日、申告情報０４
猶予外期限後フラグ、申告情報０４猶予１税額、申告情報０４猶予１完納日、申告情報０４猶予１期限後フラグ、申告情報０４猶予２税額、申告情報０４猶
予２完納日、申告情報０４猶予２期限後フラグ、申告情報０５期別、申告情報０５交付対象フラグ、申告情報０５完納フラグ、申告情報０５猶予外税額、申告情
報０５猶予外完納日、申告情報０５猶予外期限後フラグ、申告情報０５猶予１税額、申告情報０５猶予１完納日、申告情報０５猶予１期限後フラグ、申告情
報０５猶予２税額、申告情報０５猶予２完納日、申告情報０５猶予２期限後フラグ、申告情報０６期別、申告情報０６交付対象フラグ、申告情報０６完納フラ
グ、申告情報０６猶予外税額、申告情報０６猶予外完納日、申告情報０６猶予外期限後フラグ、申告情報０６猶予１税額、申告情報０６猶予１完納日、申告
情報０６猶予１期限後フラグ、申告情報０６猶予２税額、申告情報０６猶予２完納日、申告情報０６猶予２期限後フラグ、申告情報０７期別、申告情報０７
交付対象フラグ、申告情報０７完納フラグ、申告情報０７猶予外税額、申告情報０７猶予外完納日、申告情報０７猶予外期限後フラグ、申告情報０７猶予１税
額、申告情報０７猶予１完納日、申告情報０７猶予１期限後フラグ、申告情報０７猶予２税額、申告情報０７猶予２完納日、申告情報０７猶予２期限後フラ
グ、申告情報０８期別、申告情報０８交付対象フラグ、申告情報０８完納フラグ、申告情報０８猶予外税額、申告情報０８猶予外完納日、申告情報０８猶予外
期限後フラグ、申告情報０８猶予１税額、申告情報０８猶予１完納日、申告情報０８猶予１期限後フラグ、申告情報０８猶予２税額、申告情報０８猶予２完
納日、申告情報０８猶予２期限後フラグ、申告情報０９期別、申告情報０９交付対象フラグ、申告情報０９完納フラグ、申告情報０９猶予外税額、申告情報０９
猶予外完納日、申告情報０９猶予外期限後フラグ、申告情報０９猶予１税額、申告情報０９猶予１完納日、申告情報０９猶予１期限後フラグ、申告情報０９
猶予２税額、申告情報０９猶予２完納日、申告情報０９猶予２期限後フラグ、申告情報１０期別、申告情報１０交付対象フラグ、申告情報１０完納フラグ、申告
情報１０猶予外税額、申告情報１０猶予外完納日、申告情報１０猶予外期限後フラグ、申告情報１０猶予１税額、申告情報１０猶予１完納日、申告情報１０
猶予１期限後フラグ、申告情報１０猶予２税額、申告情報１０猶予２完納日、申告情報１０猶予２期限後フラグ、申告情報１１期別、申告情報１１交付対象フ
ラグ、申告情報１１完納フラグ、申告情報１１猶予外税額、申告情報１１猶予外完納日、申告情報１１猶予外期限後フラグ、申告情報１１猶予１税額、申告情
報１１猶予１完納日、申告情報１１猶予１期限後フラグ、申告情報１１猶予２税額、申告情報１１猶予２完納日、申告情報１１猶予２期限後フラグ、申告情
報１２期別、申告情報１２交付対象フラグ、申告情報１２完納フラグ、申告情報１２猶予外税額、申告情報１２猶予外完納日、申告情報１２猶予外期限後フラ
グ、申告情報１２猶予１税額、申告情報１２猶予１完納日、申告情報１２猶予１期限後フラグ、申告情報１２猶予２税額、申告情報１２猶予２完納日、申告
情報１２猶予２期限後フラグ、移⾏フラグ

⾃動⾞税種別割 《記録項目1,152項目》
【登録情報レコード】 《記録項目66項目》
キー１、連番、新登録番号、旧登録番号、新⾞台番号、旧⾞台番号、新業務種別コード、旧業務種別コード、新登録事由コード、旧登録事由コード、新登録年⽉⽇、
旧登録年⽉⽇、新規発⽣理由、新規発⽣年⽉⽇、申告年⽉⽇、税率コード、税率コード２、課税形態コード、減額等理由コード、課税保留コード、課税保留始期、所
有者番号、使⽤者番号、ディーラーコード、所有権留保解除年⽉⽇、初度登録年⽉、検査有効年⽉⽇、定置場コード、新⽤途コード、旧⽤途コード、普通⼩型区分コー
ド、形状コード、定員区分コード、定員１、定員２、排気量種別コード、排気量、積載量１、積載量２、⾞両重量、⾞両⻑さ、⾞両幅、⾞両⾼さ、⾞名、型式指定類別
区分番号、型式コード、型式１、原動機型式識別コード、原動機型式、燃料コード、塗⾊コード、メーカーコード、排出ガス適合コード、バス区分、所有者検査証住所コー
ド、使⽤者検査証住所コード、商品⾞フラグ、⾃動⾞税事務所コード、四輪⾞両区分、軽課対象区分、ハイブリッド⾞区分、納税義務者番号、使⽤者ディーラー、⾞両総
重量１、⾞両総重量２、注記
【登録履歴レコード】 《記録項⽬66項⽬》
キー１、連番、新登録番号、旧登録番号、新⾞台番号、旧⾞台番号、新業務種別コード、旧業務種別コード、新登録事由コード、旧登録事由コード、新登録年⽉⽇、
旧登録年⽉⽇、新規発⽣理由、新規発⽣年⽉⽇、申告年⽉⽇、税率コード、税率コード２、課税形態コード、減額等理由コード、課税保留コード、課税保留始期、所
有者番号、使⽤者番号、ディーラーコード、所有権留保解除年⽉⽇、初度登録年⽉、検査有効年⽉⽇、定置場コード、新⽤途コード、旧⽤途コード、普通⼩型区分コー
ド、形状コード、定員区分コード、定員１、定員２、排気量種別コード、排気量、積載量１、積載量２、⾞両重量、⾞両⻑さ、⾞両幅、⾞両⾼さ、⾞名、型式指定類別
区分番号、型式コード、型式１、原動機型式識別コード、原動機型式、燃料コード、塗⾊コード、メーカーコード、排気ガス適合コード、バス区分、所有者検査証住所コー
ド、使⽤者検査証住所コード、商品⾞フラグ、⾃動⾞税事務所コード、四輪⾞両区分、軽課対象区分、ハイブリッド⾞区分、納税義務者番号、使⽤者ディーラー、⾞両総
重量１、⾞両総重量２、注記
【調定基本レコード】 《記録項目34項目》
ロケーションキー、⾞両番号、年度 、課税区分コード 、連番、徴収番号、賦課時登録番号、最新登録番号、調定年度、調定年⽉⽇、税率コード、税率コード２、年税
額、納税義務者番号、賦課事務所コード、⾃動⾞税事務所コード、ディーラーコード、新規発⽣年⽉⽇、検査有効年⽉⽇、減額年⽉⽇、減額等理由コード、課税保留
始期、課税保留コード、登録年⽉⽇、登録事由コード、納通発付年⽉⽇、当初賦課額、減額額計、注意コード、減額履歴件数、課税⽉数、注意事務所コード、増額年
月日、増額区分
【調定履歴レコード】 《記録項⽬13項⽬》
ロケーションキー、⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、履歴番号、減額決議年⽉⽇、減額事由発⽣年⽉⽇、本税減額額、減額等理由コード、増額年⽉⽇、増額
区分、申告処理コード
【⾞両番号レコード】 《記録項⽬2項⽬》
登録番号、⾞両番号
【申告書レコード】 《記録項目56項目》
登録番号、申告書番号、申告書区分、⼀連番号、登録年⽉⽇、申告年⽉⽇、振替年⽉⽇、収⼊年⽉⽇、⾞台番号、バス区分、納税義務発⽣理由、⾃動⾞税税率
コード、⾃動⾞税税率コード２、⽉割、減額等理由コード、⾃動⾞税額、⾃動⾞税収納額、取得税課税標準額、取得税税率、⾮課税減免コード、商品⾞フラグ、中古
⾞フラグ、取得税額、取得税収納額、所有形態、所使同⼀フラグ、所有者カナ⽒名⼜は名称、所有者組織コード、所有者前後区分、所有者郵便番号１、所有者郵便
番号２、所有者郵便番号余⽩、所有者⽅書、所有者電話番号、所有者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、使⽤者カナ⽒名⼜は名称、使⽤者組織コード、使⽤者前後区
分、使⽤者郵便番号１、使⽤者郵便番号２、使⽤者郵便番号余⽩、使⽤者⽅書、使⽤者電話番号、使⽤者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、取扱ディーラー名、基準登
録番号、⾃動⾞税事務所コード、エラーコード、処理済フラグ、分配データナンバー、マッチング済フラグ、低公害フラグ、ＡＳＶコード、低燃費フラグ、受付番号、修正連絡フ
ラグ
【メモ情報レコード】 《記録項目7項目》
⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、注意コード、⼊⼒事務所コード、メモ内容
【所有⾞両レコード】 《記録項⽬5項⽬》
納税者番号、最新登録番号、⾞両番号、年度、連番
【分配異動レコード】 《記録項⽬151項⽬》
データナンバー、登録番号Ａ、登録番号Ｂ、基準登録番号、業務種別コード、登録事由コード、登録年⽉⽇、通番、課税区分、減額等理由コード、税率コード、税率コー
ド２、年税額、⽉割、課税額、証紙徴収額、申告書⼀連番号、申告年⽉⽇、申告書区分、定置場コード、ディーラーコード、初度登録年⽉、検査有効期限、燃料コー
ド、排出ガス適合コード、バス区分、形状コード、定員区分コード、定員１、定員２、積載量１、積載量２、排気量種別コード、排気量１、普通⼩型区分コード、四輪区
分コード、⾞名、形式指定番号、類別区分番号、型式コード、型式番号、⾞台番号Ａ、⾞台番号Ｂ、⾞両重量、⾞両幅、⾞両⻑さ、⾞両⾼さ、原動機型式識別コー
ド、原動機型式番号、⽤途コードＡ、⽤途コードＢ、塗⾊コード、メーカコード、取扱ディーラー名、商品⾞フラグ、課税形態、所有者納税者番号、所有者納税者番号確定
ＦＬ、所有者漢字氏名又は名称、所有者組織コード、所有者組織コード前後区分、所有者カナ氏名又は名称、所有者検査証住所コード、所有者検査証住所具体
名、所有者検査証住所番地、所有者検査証住所⽅書地、所有者検査証住所郵便番号１、所有者検査証住所郵便番号２、所有者検査証住所郵便番号余⽩、所
有者送付先住所コード、所有者送付先住所具体名、所有者送付先住所番地、所有者送付先住所⽅書地、所有者送付先住所郵便番号１、所有者送付先住所郵
便番号２、所有者送付先住所郵便番号余⽩、所有者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、所有者電話番号、使⽤者納税者番号、使⽤者納税者番号確定ＦＬ、使⽤者漢
字氏名又は名称、使用者組織コード、使用者組織コード前後区分、使用者カナ氏名又は名称、使用者検査証住所コード、使用者検査証住所具体名、使用者検査証
住所番地、使⽤者検査証住所⽅書地、使⽤者検査証住所郵便番号１、使⽤者検査証住所郵便番号２、使⽤者検査証住所郵便番号余⽩、使⽤者送付先住所
コード、使⽤者送付先住所具体名、使⽤者送付先住所番地、使⽤者送付先住所⽅書地、使⽤者送付先住所郵便番号１、使⽤者送付先住所郵便番号２、使⽤者
送付先住所郵便番号余⽩、使⽤者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、使⽤者電話番号、処理年⽉⽇、処理時刻、更新ビット、状態ビット、⾞名コード、⾃動⾞税事務所コー
ド、所有者住所事務所コード、使⽤者住所事務所コード、⾞両番号、転⼊同⽇抹消フラグ、収⼊年⽉⽇、振替年⽉⽇、エラーコード、削除フラグ、申告書番号、軽課対
象区分、納税者番号、納税者番号確定ＦＬ、納税者漢字氏名又は名称、納税者組織コード、納税者組織コード前後区分、納税者カナ氏名又は名称、納税者検査証
住所コード、納税者検査証住所具体名、納税者検査証住所番地、納税者検査証住所⽅書地、納税者検査証住所郵便番号１、納税者検査証住所郵便番号２、納
税者検査証住所郵便番号余⽩、納税者送付先住所コード、納税者送付先住所具体名、納税者送付先住所番地、納税者送付先住所⽅書地、納税者送付先住所
郵便番号１、納税者送付先住所郵便番号２、納税者送付先住所郵便番号余⽩、納税者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、納税者電話番号、納税者住所事務所コード、
使⽤者ディーラー、⾞両総重量１、⾞両総重量２、本更新処理済フラグ、後追い対象グラグ、処理対象外フラグ、分配作成フラグ、処理区分、電算フラグ、追加データフラ
グ、追加データナンバー、基準登録番号変更フラグ

【調定変更レコード】 《記録項⽬29項⽬》
決議年⽉⽇、⾞両番号、年度、連番、課税区分コード、登録番号、登録事由コード、登録年⽉⽇、調定年度、ディーラーコード、税率コード、税率コード２、旧調定額、増
減額、増額処理区分、減額等理由コード、減額等始期、全部減額フラグ、納税者番号、新規発⽣年⽉⽇、現事務所コード、賦課事務所コード、⾃動⾞税事務所コー
ド、普通証紙区分、調定外減額額、新⽉割、旧⽉割、検査有効年⽉⽇、年税額
【申告書帳票レコード】 《記録項目129項目》
処理区分、変更前申告書ＥＺテーブルＩＤ、変更前申告書ＥＺ登録⽇時、変更前申告書ＥＺ更新⽇時、変更前申告書ＥＺ更新ユーザＩＤ、変更前申告書ＥＺ
更新アプリＩＤ、変更前申告書ＰＧＣＳ番号、変更前申告書親ＰＧＣＳ番号、変更前申告書ＳＥＴ順、変更前申告書登録番号、変更前申告書番号、変更前申
告書区分、変更前申告書⼀連番号、変更前申告書登録年⽉⽇、変更前申告書申告年⽉⽇、変更前申告書振替年⽉⽇、変更前申告書収⼊年⽉⽇、変更前申告
書⾞台番号、変更前申告書バス区分、変更前申告書納税義務発⽣理由、変更前申告書⾃動⾞税税率コード、変更前申告書⾃動⾞税税率コード２、変更前申告書
⽉割、変更前申告書減額等理由コード、変更前申告書⾃動⾞税額、変更前申告書⾃動⾞税収納額、変更前申告書取得税課税標準額、変更前申告書取得税税
率、変更前申告書⾮課税減免コード、変更前申告書商品⾞フラグ、変更前申告書中古⾞フラグ、変更前申告書取得税額、変更前申告書取得税収納額、変更前申告
書所有形態、変更前申告書所使同⼀フラグ、変更前申告書所有者⽒名カナ、変更前申告書所有者組織コード、変更前申告書所有者前後区分、変更前申告書所有
者郵便番号１、変更前申告書所有者郵便番号２、変更前申告書所有者郵便番号余⽩、変更前申告書所有者⽅書、変更前申告書所有者電話番号、変更前申告
書所有者⽣年⽉⽇⼜は設⽴⽇、変更前申告書使⽤者⽒名カナ、変更前申告書使⽤者組織コード、変更前申告書使⽤者前後区分、変更前申告書使⽤者郵便番号
１、変更前申告書使⽤者郵便番号２、変更前申告書使⽤者郵便番号余⽩、変更前申告書使⽤者⽅書、変更前申告書使⽤者電話番号、変更前申告書使⽤者⽣
年⽉⽇⼜は設⽴⽇、変更前申告書取扱ディーラー名、変更前申告書基準登録番号、変更前申告書⾃動⾞税事務所コード、変更前申告書エラーコード、変更前申告
書処理済フラグ、変更前申告書分配データナンバー、変更前申告書マッチング済フラグ、変更前申告書低公害フラグ、変更前申告書ＡＳＶコード、変更前申告書低燃費
フラグ、変更前申告書受付番号、変更前申告書修正連絡フラグ、変更後申告書ＥＺテーブルＩＤ、変更後申告書ＥＺ登録⽇時、変更後申告書ＥＺ更新⽇時、変更
後申告書ＥＺ更新ユーザＩＤ、変更後申告書ＥＺ更新アプリＩＤ、変更後申告書ＰＧＣＳ番号、変更後申告書親ＰＧＣＳ番号、変更後申告書ＳＥＴ順、変更
後申告書登録番号、変更後申告書番号、変更後申告書区分、変更後申告書⼀連番号、変更後申告書登録年⽉⽇、変更後申告書申告年⽉⽇、変更後申告書振
替年⽉⽇、変更後申告書収⼊年⽉⽇、変更後申告書⾞台番号、変更後申告書バス区分、変更後申告書納税義務発⽣理由、変更後申告書⾃動⾞税税率コード、
変更後申告書⾃動⾞税税率コード２、変更後申告書⽉割、変更後申告書減額等理由コード、変更後申告書⾃動⾞税額、変更後申告書⾃動⾞税収納額、変更後
申告書取得税課税標準額、変更後申告書取得税税率、変更後申告書⾮課税減免コード、変更後申告書商品⾞フラグ、変更後申告書中古⾞フラグ、変更後申告書
取得税額、変更後申告書取得税収納額、変更後申告書所有形態、変更後申告書所使同⼀フラグ、変更後申告書所有者⽒名カナ、変更後申告書所有者組織コー
ド、変更後申告書所有者前後区分、変更後申告書所有者郵便番号１、変更後申告書所有者郵便番号２、変更後申告書所有者郵便番号余⽩、変更後申告書所
有者⽅書、変更後申告書所有者電話番号、変更後申告書所有者⽣年⽉⽇⼜は設⽴⽇、変更後申告書使⽤者⽒名カナ、変更後申告書使⽤者組織コード、変更後
申告書使⽤者前後区分、変更後申告書使⽤者郵便番号１、変更後申告書使⽤者郵便番号２、変更後申告書使⽤者郵便番号余⽩、変更後申告書使⽤者⽅書、
変更後申告書使⽤者電話番号、変更後申告書使⽤者⽣年⽉⽇⼜は設⽴⽇、変更後申告書取扱ディーラー名、変更後申告書基準登録番号、変更後申告書⾃動⾞
税事務所コード、変更後申告書エラーコード、変更後申告書処理済フラグ、変更後申告書分配データナンバー、変更後申告書マッチング済フラグ、変更後申告書低公害フ
ラグ、変更後申告書ＡＳＶコード、変更後申告書低燃費フラグ、変更後申告書受付番号、変更後申告書修正連絡フラグ
【転入出情報レコード】 《記録項目11項目》
⾞両番号、転⼊元登録番号、転⼊年⽉⽇、転⼊移転変更フラグ、転出先登録番号、転出年⽉⽇、転出移転変更フラグ、転出後⾞台番号、編集⾞台番号、転⼊⾮課
税等通知書フラグ、転出非課税等通知書フラグ
【減免レコード】 《記録項目110項目》
管理番号、ナンバリング、ＯＣＲ読取年度、登録番号、申請者納税者番号、⾝障者納税者番号、運転者納税者番号、⾞両番号、業務区分、帳票種別、バッチ管理番
号、バッチシートナンバリング、ＯＣＲ読取⽇、新規継続区分、⼿書きフラグ、減免事務所コード、年度、課税区分、整理番号、申請者住所コード、申請者郵便番号１、
申請者郵便番号２、申請者郵便番号余⽩、申請者住所具体名、申請者住所番地、申請者住所⽅書、申請者⽒名、申請者電話番号、申請者関係、⾝障者住所
コード、⾝障者郵便番号１、⾝障者郵便番号２、⾝障者郵便番号余⽩、⾝障者住所具体名、⾝障者住所番地、⾝障者住所⽅書、⾝障者⽒名、⾝障者電話番号、
⾝障者⽣年⽉⽇、⾝障者⼿帳級、旧⾝障者⼿帳等級、戦傷病者⼿帳項款症、障害区分１、障害区分２、障害区分３、療育⼿帳等総合判定、旧療育⼿帳等総合
判定、保健福祉⼿帳受給者証有無、運転者住所コード、運転者郵便番号１、運転者郵便番号２、運転者郵便番号余⽩、運転者住所具体名、運転者住所番地、
運転者住所⽅書、運転者⽒名、運転者電話番号、運転者関係、変更有無、添付書類有無、等級変更有無、死亡年⽉⽇有無、死亡者区分、死亡年⽉⽇、住所変
更有無、住所変更者区分、その他変更有無、その他変更内容、オペレータ修正区分、イメージファイル名、備考、変更前事務所コード、変更前登録番号、変更前整理番
号、作成事由コード、証紙普通コード、状態コード、コード情報予備、申請書受理⼀覧出⼒フラグ、本更新フラグ、承認後取消フラグ、翌年度データ作成フラグ、翌年度⾮
該当フラグ、強制紐付けフラグ、フラグ情報予備、減額年⽉⽇、⾮該当年⽉⽇、承認不承認決議⽇、承認不承認通知⽇、取消決議⽇、取消通知⽇、減免確認書作成
⽇、確認書受理年⽉⽇、通知書作成⽇、検査有効年⽉⽇、⽇付情報予備、調定基本年度、調定基本連番、調定基本発⽣年⽉⽇、⾃動⾞税税額、⾃動⾞税減免
額、⾃取徴収番号、調定情報連番、調定発⽣年⽉⽇、取得税税額、取得税減免額、エラー情報、申請者個人法人番号、身障者個人番号、運転者個人番号
【減免履歴レコード】 《記録項⽬111項⽬》
管理番号、ナンバリング、ＯＣＲ読取年度、登録番号、申請者納税者番号、⾝障者納税者番号、運転者納税者番号、⾞両番号、業務区分、帳票種別、バッチ管理番
号、バッチシートナンバリング、ＯＣＲ読取⽇、新規継続区分、⼿書きフラグ、減免事務所コード、年度、課税区分、整理番号、申請者住所コード、申請者郵便番号１、
申請者郵便番号２、申請者郵便番号余⽩、申請者住所具体名、申請者住所番地、申請者住所⽅書、申請者⽒名、申請者電話番号、申請者関係、⾝障者住所
コード、⾝障者郵便番号１、⾝障者郵便番号２、⾝障者郵便番号余⽩、⾝障者住所具体名、⾝障者住所番地、⾝障者住所⽅書、⾝障者⽒名、⾝障者電話番号、
⾝障者⽣年⽉⽇、⾝障者⼿帳級、旧⾝障者⼿帳等級、戦傷病者⼿帳項款症、障害区分１、障害区分２、障害区分３、療育⼿帳等総合判定、旧療育⼿帳等総合
判定、保健福祉⼿帳受給者証有無、運転者住所コード、運転者郵便番号１、運転者郵便番号２、運転者郵便番号余⽩、運転者住所具体名、運転者住所番地、
運転者住所⽅書、運転者⽒名、運転者電話番号、運転者関係、変更有無、添付書類有無、等級変更有無、死亡年⽉⽇有無、死亡者区分、死亡年⽉⽇、住所変
更有無、住所変更者区分、その他変更有無、その他変更内容、オペレータ修正区分、イメージファイル名、備考、変更前事務所コード、変更前登録番号、変更前整理番
号、作成事由コード、証紙普通コード、状態コード、コード情報予備、申請書受理⼀覧出⼒フラグ、本更新フラグ、承認後取消フラグ、翌年度データ作成フラグ、翌年度⾮
該当フラグ、強制紐付けフラグ、フラグ情報予備、減額年⽉⽇、⾮該当年⽉⽇、承認不承認決議⽇、承認不承認通知⽇、取消決議⽇、取消通知⽇、減免確認書作成
⽇、確認書受理年⽉⽇、通知書作成⽇、検査有効年⽉⽇、⽇付情報予備、調定基本年度、調定基本連番、調定基本発⽣年⽉⽇、⾃動⾞税税額、⾃動⾞税減免
額、⾃取徴収番号、調定情報連番、調定発⽣年⽉⽇、取得税税額、取得税減免額、エラー情報、履歴番号、申請者個人法人番号、身障者個人番号、運転者個人
番号

【申告書審査分レコード】 《記録項目55項目》
登録番号、申告書番号、申告書区分、⼀連番号、登録年⽉⽇、申告年⽉⽇、振替年⽉⽇、収⼊年⽉⽇、⾞台番号、バス区分、納税義務発⽣理由、⾃動⾞税税率
コード、⾃動⾞税税率コード２、⽉割、減額等理由コード、⾃動⾞税額、⾃動⾞税収納額、取得税課税標準額、取得税税率、⾮課税減免コード、商品⾞フラグ、中古
⾞フラグ、取得税額、取得税収納額、所有形態、所使同⼀フラグ、所有者カナ⽒名⼜は名称、所有者組織コード、所有者前後区分、所有者郵便番号１、所有者郵便
番号２、所有者郵便番号余⽩、所有者⽅書、所有者電話番号、所有者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、使⽤者カナ⽒名⼜は名称、使⽤者組織コード、使⽤者前後区
分、使⽤者郵便番号１、使⽤者郵便番号２、使⽤者郵便番号余⽩、使⽤者⽅書、使⽤者電話番号、使⽤者⽣年⽉⽇⼜は設⽴年⽉⽇、取扱ディーラー名、基準登
録番号、⾃動⾞税事務所コード、エラーコード、処理済フラグ、分配データナンバー、マッチング済フラグ、低公害フラグ、ＡＳＶコード、低燃費フラグ、受付番号
【理由附記レコード】 《記録項⽬13項⽬》
⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、登録番号、減額等理由コード、附記理由⾒出し、附記理由、根拠法令、納税者番号、漢字⽒名⼜は名称、取消フラグ、取消
年⽉⽇
【減免ＯＣＲレコード】 《記録項目110項目》
管理番号、ナンバリング、ＯＣＲ読取年度、登録番号、申請者納税者番号、⾝障者納税者番号、運転者納税者番号、⾞両番号、業務区分、帳票種別、バッチ管理番
号、バッチシートナンバリング、ＯＣＲ読取⽇、新規継続区分、⼿書きフラグ、減免事務所コード、年度、課税区分、整理番号、申請者住所コード、申請者郵便番号１、
申請者郵便番号２、申請者郵便番号余⽩、申請者住所具体名、申請者住所番地、申請者住所⽅書、申請者⽒名、申請者電話番号、申請者関係、⾝障者住所
コード、⾝障者郵便番号１、⾝障者郵便番号２、⾝障者郵便番号余⽩、⾝障者住所具体名、⾝障者住所番地、⾝障者住所⽅書、⾝障者⽒名、⾝障者電話番号、
⾝障者⽣年⽉⽇、⾝障者⼿帳級、旧⾝障者⼿帳等級、戦傷病者⼿帳項款症、障害区分１、障害区分２、障害区分３、療育⼿帳等総合判定、旧療育⼿帳等総合
判定、保健福祉⼿帳受給者証有無、運転者住所コード、運転者郵便番号１、運転者郵便番号２、運転者郵便番号余⽩、運転者住所具体名、運転者住所番地、
運転者住所⽅書、運転者⽒名、運転者電話番号、運転者関係、変更有無、添付書類有無、等級変更有無、死亡年⽉⽇有無、死亡者区分、死亡年⽉⽇、住所変
更有無、住所変更者区分、その他変更有無、その他変更内容、オペレータ修正区分、イメージファイル名、備考、変更前事務所コード、変更前登録番号、変更前整理番
号、作成事由コード、証紙普通コード、状態コード、コード情報予備、申請書受理⼀覧出⼒フラグ、本更新フラグ、承認後取消フラグ、翌年度データ作成フラグ、翌年度⾮
該当フラグ、強制紐付けフラグ、フラグ情報予備、減額年⽉⽇、⾮該当年⽉⽇、承認不承認決議⽇、承認不承認通知⽇、取消決議⽇、取消通知⽇、減免確認書作成
⽇、確認書受理年⽉⽇、通知書作成⽇、検査有効年⽉⽇、⽇付情報予備、調定基本年度、調定基本連番、調定基本発⽣年⽉⽇、⾃動⾞税税額、⾃動⾞税減免
額、⾃取徴収番号、調定情報連番、調定発⽣年⽉⽇、取得税税額、取得税減免額、エラー情報、申請者個人法人番号、身障者個人番号、運転者個人番号
【減免ＯＣＲ履歴レコード】 《記録項⽬111項⽬》
管理番号、ナンバリング、ＯＣＲ読取年度、登録番号、申請者納税者番号、⾝障者納税者番号、運転者納税者番号、⾞両番号、業務区分、帳票種別、バッチ管理番
号、バッチシートナンバリング、ＯＣＲ読取⽇、新規継続区分、⼿書きフラグ、減免事務所コード、年度、課税区分、整理番号、申請者住所コード、申請者郵便番号１、
申請者郵便番号２、申請者郵便番号余⽩、申請者住所具体名、申請者住所番地、申請者住所⽅書、申請者⽒名、申請者電話番号、申請者関係、⾝障者住所
コード、⾝障者郵便番号１、⾝障者郵便番号２、⾝障者郵便番号余⽩、⾝障者住所具体名、⾝障者住所番地、⾝障者住所⽅書、⾝障者⽒名、⾝障者電話番号、
⾝障者⽣年⽉⽇、⾝障者⼿帳級、旧⾝障者⼿帳等級、戦傷病者⼿帳項款症、障害区分１、障害区分２、障害区分３、療育⼿帳等総合判定、旧療育⼿帳等総合
判定、保健福祉⼿帳受給者証有無、運転者住所コード、運転者郵便番号１、運転者郵便番号２、運転者郵便番号余⽩、運転者住所具体名、運転者住所番地、
運転者住所⽅書、運転者⽒名、運転者電話番号、運転者関係、変更有無、添付書類有無、等級変更有無、死亡年⽉⽇有無、死亡者区分、死亡年⽉⽇、住所変
更有無、住所変更者区分、その他変更有無、その他変更内容、オペレータ修正区分、イメージファイル名、備考、変更前事務所コード、変更前登録番号、変更前整理番
号、作成事由コード、証紙普通コード、状態コード、コード情報予備、申請書受理⼀覧出⼒フラグ、本更新フラグ、承認後取消フラグ、翌年度データ作成フラグ、翌年度⾮
該当フラグ、強制紐付けフラグ、フラグ情報予備、減額年⽉⽇、⾮該当年⽉⽇、承認不承認決議⽇、承認不承認通知⽇、取消決議⽇、取消通知⽇、減免確認書作成
⽇、確認書受理年⽉⽇、通知書作成⽇、検査有効年⽉⽇、⽇付情報予備、調定基本年度、調定基本連番、調定基本発⽣年⽉⽇、⾃動⾞税税額、⾃動⾞税減免
額、⾃取徴収番号、調定情報連番、調定発⽣年⽉⽇、取得税税額、取得税減免額、エラー情報、履歴番号、申請者個人法人番号、身障者個人番号、運転者個人
番号
【管理インターフェースレコード】 《記録項⽬34項⽬》
徴収番号、賦課事務所コード、⾞両番号、調定年度、課すべき年度、調定年⽉⽇、課税区分コード、連番、最新登録番号、納期限、督促状発付フラグ、税額、減額
額、加算⾦区分、加算⾦額、加算⾦額額、未納額、加算⾦未納額、減額等理由コード、減額事由発⽣年⽉⽇、税⽬コード、発⽣業務、督促送達コード、督促発付年
⽉⽇、納通送達コード、納通発付年⽉⽇、⽋損決議事由、事務所コード、納税者番号、申告決議年⽉⽇、再送年⽉⽇、申告処理区分、補⾜資料１、作成年⽉⽇

【納税インターフェースレコード】 《記録項目9項目》
⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、履歴番号、決議年⽉⽇、収⼊等履歴区分、削除フラグ、滞発事務所コード
【検索キーレコード】 《記録項⽬15項⽬》
登録番号下４桁、カナ⽒名、住所コード、都道府県、市区町村、⼤字通称、丁⽬、漢字⽒名、登録番号、⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、住所漢字、納税者
番号
【単件納通レコード】 《記録項目15項目》
登録番号、年度、課税区分、連番、徴収番号、税率コード、税率コード２、年税額、納税者番号、問い合わせ先コード、納期限、発付年⽉⽇、⽒名⼜は名称、住所⼜
は所在地、⾞両番号

管理収納 《記録項目1,625項目》
【徴収課税レコード】 《記録項目77項目》
事務所コード、税⽬コード、徴収番号、事業年度始期、申告処理コードＧ、税⽬内訳区分、加算⾦コード、事業年度終期、申告決議年⽉⽇、再送年⽉⽇、税額、法⼈
均等割税額、法定納期限、納期限、未納税額計、法⼈均等割未納税額計、納期内収納額計、納期内収納額特別税、延滞⾦未納額計、延滞⾦算定額、延滞⾦算
定⽇、更正対象処理年⽉⽇、調定会計年度、調定年⽉⽇、決定年⽉、完納年⽉⽇、本税完結年⽉⽇、調定通知伺書出⼒フラグ、調定⽉更正フラグ、延滞⾦計算不
能フラグ、猶予フラグ、滞納処分停⽌フラグ、不納⽋損フラグ、督促状発付フラグ、整理票発⾏事務所コード、催告状発⾏年⽉⽇、徴収課税作成区分、調定完結区分、
更正還付請求受理年⽉⽇、国税申告処理年⽉⽇、国税申告処理コード、課税⽅式コード、納通等送達コード、督促送達コード、返戻番号、還付⼝座振替区分、法⼈
府⺠税対象税額、重加算⾦対象税額、特例延⻑期間、督促状発付予定年⽉⽇、納税義務消滅起算⽇、納税義務消滅予定理由、納税義務消滅予定⽇、時効中
断事由コード、納税者番号、作業年⽉⽇、旧申告決議年⽉⽇、指定徴収⾦等区分、指定年⽉⽇、法定納期限等、更正請求額、利⼦割還付額、利⼦割還付未納
額、特地特例適⽤フラグ、旧事務所コード、延滞⾦計算額、外形フラグ、事業税按分率、特別税按分率、減額事由発⽣年⽉⽇、登録番号、賦課時事務所、⾞両番
号、⾃動⾞課税連番、特別徴収義務者番号、会社法⼈番号、事案番号
【収納レコード】 《記録項目81項目》
基本収納区分、基本収納補助区分、基本本税延滞⾦区分、基本決議年⽉⽇、収納年⽉⽇、振込消印年⽉⽇、収納額、納付区分、連帯相続⼈番号、振替⽇更正
フラグ、済通所属年度、減額収納還付発⽣年⽉⽇、減額収納ダミー⽇付２、減額収納額、減額収納調定件数、減額収納収納件数、減額収納連帯相続⼈番号、減
額収納ダミー３、減額収納ダミー４、還付ダミー⽇付１、還付ダミー⽇付２、還付額、還付ダミー３、還付連帯相続⼈番号、還付ダミー４、還付ダミー５、充当適状年⽉
⽇、充当領収年⽉⽇、充当額、充当免除区分、充当連帯相続⼈番号、充当ダミー３、充当ダミー４、不納⽋損納税義務消滅⽇、不納⽋損決議番号、不納⽋損額、
不納⽋損ダミー１、不納⽋損連帯相続⼈番号、不納⽋損ダミー２、不納⽋損ダミー３、猶予始期、猶予終期、猶予額、猶予ダミー１、猶予連帯相続⼈番号、猶予ダ
ミー２、猶予ダミー３、停⽌後３年経過年⽉⽇、停⽌決議番号、停⽌額、停⽌ダミー１、停⽌連帯相続⼈番号、停⽌ダミー２、停⽌ダミー３、督促新納期限、督促ダ
ミー⽇付２、督促発付⾦額、督促ダミー３、督促連帯相続⼈番号、督促ダミー４、督促ダミー５、整理票ダミー⽇付１、整理票ダミー⽇付２、整理票発⾏⾦額、整理票
ダミー３、整理票連帯相続⼈番号、整理票ダミー４、整理票ダミー５、減免開始年⽉⽇、減免終了年⽉⽇、減免⾦額、減免区分１、減免ダミー３、減免連帯相続⼈
番号、減免ダミー４、減免ダミー５、基本添票区分、基本読取区分、基本整理番号、基本作業年⽉⽇、基本減額元事務所コード

【連帯相続内訳レコード】 《記録項目21項目》
連帯納税義務者等レコード区分、連帯相続内訳区分、連帯相続⼈番号、納期限、催告状発⾏年⽉⽇、納通等送達コード、返戻番号、猶予フラグ、滞納処分停⽌フラ
グ、不納⽋損フラグ、督促状発付フラグ、整理票発⾏事務所コード、承継区分、承継額持分、納付責任額、被相続⼈納税者番号、納税義務消滅起算日、納税義務消
滅予定理由、納税義務消滅予定⽇、時効中断事由コード、主納税者⽋損フラグ
【支払通知書レコード】 《記録項目45項目》
事務所コード、⽀出年度、⽀払通知書区分、通知書番号、振替先銀⾏名払渡店、振替先⽀店名払渡⽀店、預⾦種別コード、⼝座番号、⾦額、⽀出年⽉⽇、⽀払区
分、管内管外区分、歳⼊納付年⽉⽇、納税者番号、再発⾏年⽉⽇、返戻番号、送付先区分、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コード、字丁⽬コード、法
人格等組織コード、法人格組織前後コード、氏名又は名称、氏名又は名称オーバ区分、屋号、営業所又は事務所、住所又は所在地、番地、方書、住所又は所在地
オーバ区分、徴収番号、郵便番号１、郵便番号２、旧事務所コード、登録番号、⾞両番号、銀⾏コード、⽀店コード、⼝座名義⼈カナ、特別徴収義務者番号、会社法
⼈番号、換⾦情報コード、送達コード、公⽰送達⼊⼒⽇付
【過誤納レコード】 《記録項目48項目》
事務所コード、発⽣年度、発⽣年⽉⽇、過誤納年度、過誤納番号、納税者番号、徴収番号、課税年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、税⽬内訳区分、加算⾦
コード、申告決議年⽉⽇、本税延滞⾦区分、過誤納⾦額、過誤納⾦額持分、還付理由、還付充当完結区分、還付充当完結年⽉⽇、処理予定年⽉⽇、税⽬コード、
事業年度終期、還付⼝座振替区分、還付保留フラグ、還付加算⾦計算不能フラグ、税額現、税額滞、税額外、納付すべき額、納付した額、作業年⽉⽇、更正還付請
求受理年⽉⽇、件数、決議振替年⽉⽇、旧事務所コード、特別税額現、特別税額滞、特納付すべき額、特納付した額、事業税按分率、特別税按分率、登録番号、⾞
両番号、委任状フラグ、還付保留年⽉⽇、特別徴収義務者番号、会社法⼈番号、⼝座振替保留回数
【充当内訳レコード】 《記録項目35項目》
レコード区分、充当内訳区分、事務所コード、徴収番号、税⽬コード、課税年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、税⽬内訳区分、加算⾦コード、申告決議年⽉⽇、
充当後未納額、充当税額、充当年⽉⽇、事業年度終期、本税延滞⾦区分、引継引受事務所コード１、引継引受過誤納年度１、引継引受本番１、引継引受枝番
１、旧事務所コード１、引継引受事務所コード２、引継引受過誤納年度２、引継引受本番２、引継引受枝番２、旧事務所コード２、免除区分、税額現、税額滞、税
額外、特別税額現、特別税額滞、整理票発⾏事務所コード、登録番号、充当先事務所コード
【還付加算⾦内訳レコード】 《記録項⽬9項⽬》
レコード区分、基礎⾦額、納付年⽉⽇、⽇数、加算⾦計算額、還付加算⾦合計、還付加算⾦合計持分、特還付加算⾦合計、特還付加算⾦合計持分
【済通レコード】 《記録項目65項目》
済通ファイルレコード区分、事務所コード、振替年⽉⽇、添票区分、読取区分、整理番号、調定事務所コード、添票データ収⼊年⽉⽇、添票件数、添票⾦額、済通⼊⼒
件数１、済通⼊⼒⾦額１、済通⼊⼒件数２、済通⼊⼒⾦額２、照合完結区分、収⼊消込区分、済通データ収⼊年⽉⽇、振込消印年⽉⽇、納付区分、証券整理票
番号、納税者番号、次処理対象コード、税⽬コード、課税事務所コード、徴収番号、課税年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、申告決議年⽉⽇、法⼈税割額税
額、法⼈均等割税額、延滞⾦、法⼈事業税額所得割、法⼈事業税付加価値割、法⼈事業税資本割、法⼈事業税収⼊⾦割、地⽅法⼈特別税、法⼈事業税延滞
⾦、加算⾦コード１、⾦額１、加算⾦コード２、⾦額２、合計⾦額、最終整理番号枝番、削除区分、済通所属年度、統計計上年度、統計計上税⽬コード、統計計上
事務所コード、統計現滞区分、統計税額法⼈税割額、統計法⼈均等割税額、統計延滞⾦、統計法⼈事業税額、統計法⼈事業税延滞⾦、統計加算⾦コード１、統
計⾦額１、統計加算⾦コード２、統計⾦額２、登録番号、⾞両番号、⾃動⾞課税連番、作業年⽉⽇、エラーメッセージフラグ、エラーコード

【年度更正対象レコード】 《記録項⽬17項⽬》
歳⼊事務所コード、年度、振替年⽉⽇、振替シーケンス、事務所コード、税⽬コード、更正前枚数、更正前⾦額、更正後枚数、更正後⾦額、納税者番号、余⽩１、⾦
額、収⼊消印年⽉⽇、徴収番号、追加分納税者番号、新税⽬コード

【督促状発付レコード】 《記録項目93項目》
事務所コード、督促状発付⽇、初発再発区分、税⽬コード、年度、徴収番号、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、登録番号、内訳書発⾏フラグ、事業
年度終期、発付枚数、督促件数、督促枚数、督促⾦額、整理票件数、整理票枚数、整理票⾦額、本税代表納税者番号１、本税代表納税者番号２、本税代表納
税者番号３、本税代表納税者番号４、本税代表納税者番号５、過少申告加算⾦督促件数、過少申告加算⾦督促枚数、過少申告加算⾦督促⾦額、過少申告加
算⾦整理票件数、過少申告加算⾦整理票枚数、過少申告加算⾦整理票⾦額、過少代表納税者番号１、過少代表納税者番号２、過少代表納税者番号３、過少
代表納税者番号４、過少代表納税者番号５、不申告加算⾦督促件数、不申告加算⾦督促枚数、不申告加算⾦督促⾦額、不申告加算⾦整理票件数、不申告加
算⾦整理票枚数、不申告加算⾦整理票⾦額、不申代表納税者番号１、不申代表納税者番号２、不申代表納税者番号３、不申代表納税者番号４、不申代表納
税者番号５、重加算⾦督促件数、重加算⾦督促枚数、重加算⾦督促⾦額、重加算⾦整理票件数、重加算⾦整理票枚数、重加算⾦整理票⾦額、重加代表納税
者番号１、重加代表納税者番号２、重加代表納税者番号３、重加代表納税者番号４、重加代表納税者番号５、延滞⾦督促件数、延滞⾦督促枚数、延滞⾦督
促⾦額、延滞⾦整理票件数、延滞⾦整理票枚数、延滞⾦整理票⾦額、延滞代表納税者番号１、延滞代表納税者番号２、延滞代表納税者番号３、延滞代表納
税者番号４、延滞代表納税者番号５、納税者番号１、納税者番号２、納税者番号３、納税者番号４、納税者番号５、納税者番号６、納税者番号７、納税者番
号８、納税者番号９、納税者番号１０、納税者番号１１、納税者番号１２、納税者番号１３、納税者番号１４、納税者番号１５、納税者番号１６、納税者番
号１７、納税者番号１８、納税者番号１９、納税者番号２０、余⽩１、特別税督促件数、特別税督促枚数、特別税整理票件数、特別税整理票枚数
【還付充当番号管理レコード】 《記録項⽬6項⽬》
事務所コード、通知書番号、過誤納年度、過誤納番号、還付充当対象ＲＫＥＹ、納税者番号
【滞繰納税者レコード】 《記録項目4項目》
事務所コード、税⽬コード、延滞⾦加算⾦区分、納税者番号
【過誤納番号管理レコード】 《記録項⽬5項⽬》
事務所コード、過誤納年度、過誤納番号、通知書番号、還付充当対象ＲＫＥＹ
【証明書発⾏レコード】 《記録項⽬30項⽬》
発⾏事務所コード、納税者番号、証明書番号開始、証明書番号終了、発⾏枚数、発⾏年⽉⽇、税⽬コード、課税事務所コード、取消枚数、取消証明書番号開始１、
取消証明書番号終了１、取消証明書番号開始２、取消証明書番号終了２、取消証明書番号開始３、取消証明書番号終了３、取消証明書番号開始４、取消証
明書番号終了４、取消証明書番号開始５、取消証明書番号終了５、取消証明書番号開始６、取消証明書番号終了６、取消証明書番号開始７、取消証明書番
号終了７、取消証明書番号開始８、取消証明書番号終了８、取消証明書番号開始９、取消証明書番号終了９、取消証明書番号開始１０、取消証明書番号終
了１０、プログラム識別
【還付未済レコード】 《記録項目18項目》
事務所コード、税⽬コード、本税未済額、過少申告加算⾦未済額、不申告加算⾦未済額、重加算⾦未済額、本税件数、過少申告加算⾦件数、不申告加算⾦件数、
重加算⾦件数、特別税本税未済額、特過少申告加算⾦未済額、特不申告加算⾦未済額、特重加算⾦未済額、特別税本税件数、特過少申告加算⾦件数、特不
申告加算⾦件数、特重加算⾦件数
【納税証明発⾏状況レコード】 《記録項⽬55項⽬》
事務所コード、作業⽇、基礎枚数、発⾏枚数、本税１、加算⾦１、延滞⾦１、本税２、加算⾦２、延滞⾦２、本税３、加算⾦３、延滞⾦３、本税４、加算⾦４、延
滞⾦４、本税５、加算⾦５、延滞⾦５、本税６、加算⾦６、延滞⾦６、本税７、加算⾦７、延滞⾦７、本税８、加算⾦８、延滞⾦８、本税９、加算⾦９、延滞⾦
９、本税１０、加算⾦１０、延滞⾦１０、本税１１、加算⾦１１、延滞⾦１１、本税１２、加算⾦１２、延滞⾦１２、本税１３、加算⾦１３、延滞⾦１３、本
税１４、加算⾦１４、延滞⾦１４、本税１５、加算⾦１５、延滞⾦１５、本税１６、加算⾦１６、延滞⾦１６、本税１７、加算⾦１７、延滞⾦１７

【口座確認書レコード】 《記録項目3項目》
事務所コード、年度、確認書番号
【口座振替確認書レコード】 《記録項目9項目》
徴収番号、所得年、課税年度、申告処理コード、収納年⽉⽇、税額、銀⾏名、⽀店名、事務所コード
【還付充当番号管理利優先順レコード】 《記録項⽬7項⽬》
事務所コード、通知書番号、充当優先区分、過誤納年度、過誤納番号、還付充当対象ＲＫＥＹ、納税者番号
【還付充当封入封緘レコード】 《記録項目6項目》
事務所コード、過誤納年度、過誤納番号、通知書番号、出⼒指⽰、納税者番号
【督促封入封緘レコード】 《記録項目34項目》
督促状区分、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、納税者番号、連帯相続⼈番号、事業年度終期、税⽬
コード、納期限、税割、均等割、延滞⾦、事業税、事延滞⾦、加算⾦３、加算⾦４、加算⾦５、発付⽇、算定⽇、都道府県コード、市区町村コード、整理票発⾏事務
所、処置年⽉⽇、所在調査結果区分、旧事務所コード、特別税、差⽌フラグ、出⼒指⽰、納税者枚数、カスタマーバーコード、⾞両番号

【納付書レコード】 《記録項目128項目》
納付書年度、⽤紙区分、納付書番号、徴収番号、事務所コード、税⽬コード、調定会計年度、事業年度始期、申告処理、申告決議年⽉⽇、調定事務所コード、納付
区分、納税者番号、法⼈税割額、法⼈均等割税額、延滞⾦、法⼈事業税額所得割、法⼈事業税付加価値割、法⼈事業税資本割、法⼈事業税収⼊⾦割、地⽅法
⼈特別税、法⼈事業税延滞⾦、加算⾦コード１、加算⾦⾦額１、加算⾦コード２、加算⾦⾦額２、加算⾦コード３、加算⾦⾦額３、合計⾦額、コンビニ識別⼦、コンビ
ニ国コード、コンビニ企業コード、コンビニ企業識別コード、コンビニ料⾦区分、コンビニ税⽬、コンビニ年度、コンビニ⽤紙区分、コンビニ納付書番号、コンビニ予備、コンビニ再発
⾏区分、コンビニ⽀払期限、コンビニ印紙フラグ、コンビニ⽀払⾦額、コンビニＣＤ、振替⽇、収⼊⽇、ＣＶＳコード、店舗コード、収納時間、経理処理⽇、速報確報区分、
速報受取⽇、速報取消受取⽇、確報受取⽇、⽀払⾦額、エラーコード、振分区分、履歴収⼊⽇１、履歴ＣＶＳコード１、履歴店舗コード１、履歴収納時間１、履歴
経理処理⽇１、履歴速報確報区分１、履歴速報受取⽇１、履歴速報取消受取⽇１、履歴確報受取⽇１、履歴⽀払⾦額１、履歴エラーコード１、履歴収⼊⽇２、
履歴ＣＶＳコード２、履歴店舗コード２、履歴収納時間２、履歴経理処理⽇２、履歴速報確報区分２、履歴速報受取⽇２、履歴速報取消受取⽇２、履歴確報受
取⽇２、履歴⽀払⾦額２、履歴エラーコード２、履歴収⼊⽇３、履歴ＣＶＳコード３、履歴店舗コード３、履歴収納時間３、履歴経理処理⽇３、履歴速報確報区分
３、履歴速報受取⽇３、履歴速報取消受取⽇３、履歴確報受取⽇３、履歴⽀払⾦額３、履歴エラーコード３、履歴収⼊⽇４、履歴ＣＶＳコード４、履歴店舗コード
４、履歴収納時間４、履歴経理処理⽇４、履歴速報確報区分４、履歴速報受取⽇４、履歴速報取消受取⽇４、履歴確報受取⽇４、履歴⽀払⾦額４、履歴エ
ラーコード４、履歴収⼊⽇５、履歴ＣＶＳコード５、履歴店舗コード５、履歴収納時間５、履歴経理処理⽇５、履歴速報確報区分５、履歴速報受取⽇５、履歴速報
取消受取⽇５、履歴確報受取⽇５、履歴⽀払⾦額５、履歴エラーコード５、履歴収⼊⽇６、履歴ＣＶＳコード６、履歴店舗コード６、履歴収納時間６、履歴経理処
理⽇６、履歴速報確報区分６、履歴速報受取⽇６、履歴速報取消受取⽇６、履歴確報受取⽇６、履歴⽀払⾦額６、履歴エラーコード６、作成年⽉⽇、更新年⽉
⽇、更新時刻、更新プログラムＩＤ、更新ＷＳコード
【収納累積レコード】 《記録項⽬18項⽬》
事務所コード、徴収番号、納税者番号、税⽬コード、レコード区分、振替年⽉⽇、添票区分、読取区分、済通整理番号、余⽩１、納付書年度、⽤紙区分、納付書番
号、余⽩２、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、申告決議年⽉⽇
【⾃動⾞収納累積レコード】 《記録項⽬19項⽬》
事務所コード、徴収番号、納税者番号、税⽬コード、レコード区分、収納キー、振替年⽉⽇、添票区分、読取区分、済通整理番号、余⽩１、納付書年度、⽤紙区分、
納付書番号、余⽩２、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、申告決議年⽉⽇
【委任状情報レコード】 《記録項目37項目》
キー１、⾞両番号、受付⽇、納税者番号、⼊⼒登録番号、年度、連番、課税区分コード、還付発⽣理由、還付発⽣年⽉⽇、⾃動⾞税事務所コード、過誤納年度、過
誤納番号、委任状処理区分、委任状処理年⽉⽇、住所等変更フラグ、還付処理予定⽇、変更前受付⽇、変更前年度、変更前連番、変更前課税区分コード、変更前
還付発⽣理由、変更前還付発⽣年⽉⽇、変更前過誤納年度、変更前過誤納番号、変更前委任状処理区分、変更前住所等変更フラグ、作成年⽉⽇、事務所コー
ド、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、クレジット番号

【差止レコード】 《記録項目6項目》
事務所コード、帳票区分、発付予定⽇、登録番号、⾞両番号、作成年⽉⽇
【⾃動⾞速報レコード】 《記録項⽬30項⽬》
キー部１、納税者番号、⾞両番号、収⼊⽇、収納期限、⾦額差異フラグ、収納⾦額、登録番号、収納サービス区分、ＣＶＳコード、店舗コード、確認番号、収納時間、
経理処理⽇、速報情報区分、速報状況フラグ、速報受取⽇、速報取消受取⽇、確報受取⽇、コンビニ識別⼦、コンビニ請求書発⾏企業国ＣＤ、コンビニ請求書発⾏企
業メーカーＣＤ、コンビニ代⾏業者コード、コンビニ料⾦区分、コンビニ税⽬コード、予備６、コンビニ再発⾏区分、コンビニ印紙フラグ、コンビニＣＤ、作成年⽉⽇
【納税証明書発⾏⼿数料レコード】 《記録項⽬116項⽬》
キー１、納税者番号、前納税者番号、枚数、登録番号０１、年度０１、確定額０１、納付額０１、未納額０１、備考１０１、備考２０１、確定額なし０１、予備
２０１、登録番号０２、年度０２、確定額０２、納付額０２、未納額０２、備考１０２、備考２０２、確定額なし０２、予備２０２、登録番号０３、年度０
３、確定額０３、納付額０３、未納額０３、備考１０３、備考２０３、確定額なし０３、予備２０３、登録番号０４、年度０４、確定額０４、納付額０４、未
納額０４、備考１０４、備考２０４、確定額なし０４、予備２０４、登録番号０５、年度０５、確定額０５、納付額０５、未納額０５、備考１０５、備考２０
５、確定額なし０５、予備２０５、登録番号０６、年度０６、確定額０６、納付額０６、未納額０６、備考１０６、備考２０６、確定額なし０６、予備２０６、
登録番号０７、年度０７、確定額０７、納付額０７、未納額０７、備考１０７、備考２０７、確定額なし０７、予備２０７、登録番号０８、年度０８、確定額
０８、納付額０８、未納額０８、備考１０８、備考２０８、確定額なし０８、予備２０８、登録番号０９、年度０９、確定額０９、納付額０９、未納額０９、
備考１０９、備考２０９、確定額なし０９、予備２０９、登録番号１０、年度１０、確定額１０、納付額１０、未納額１０、備考１１０、備考２１０、確定額
なし１０、予備２１０、基礎枚数、⼿数料、備考欄印字不要、証明書番号印字不要、交付年⽉⽇、取消フラグ、継続連番、基礎年度－年１、基礎年度－年２、基
礎年度－年３、基礎年度－年４、基礎年度－年５、証明書番号レコード１、証明書番号レコード２、証明書番号レコード３、証明書番号レコード４、証明書番号レ
コード５、証明書番号レコード６、証明書番号レコード７、証明書番号レコード８、証明書番号レコード９、作成年⽉⽇
【納税証明書レコード】 《記録項目5項目》
登録番号、帳票区分、発⾏事務所コード、発⾏⽇付、作成年⽉⽇
【⾃動⾞納付書レコード】 《記録項⽬36項⽬》
納付書年度、⽤紙区分、納付書連番、納税者番号、⾞両番号、収納⾦額、年度１、連番１、課税区分１、本税１、延滞⾦１、年度２、連番２、課税区分２、本税
２、延滞⾦２、年度３、連番３、課税区分３、本税３、延滞⾦３、登録番号、収納代⾏業者コード、コンビニ収納期限、速報受取⽇、確報受取⽇、確認番号、クレ
ジット⽀払受付終了⽇、クレジット納税証明無効区分、クレジット納税証明有効期限、クレジット依頼データ作成⽇、クレジット速報受取⽇、クレジット確報受取⽇、クレジッ
ト納税証明作成⽇、分納フラグ、作成年⽉⽇
【収納管理レコード】 《記録項⽬9項⽬》
基本収納区分２、基本収納補助区分、基本本税延滞⾦区分、基本決議年⽉⽇、基本添票区分、基本読取区分、基本整理番号、基本作業年⽉⽇、基本減額元事
務所コード

【収納レコード】 《記録項目7項目》
収納年⽉⽇、振込消印年⽉⽇、収納額、納付区分、連帯相続⼈番号、振替⽇更正フラグ、済通所属年度
【還付レコード】 《記録項目7項目》
還付ダミー日付１、還付ダミー日付２、還付額、還付ダミー３、還付連帯相続人番号、還付ダミー４、還付ダミー５
【充当レコード】 《記録項目7項目》
充当適状年⽉⽇、充当領収年⽉⽇、充当額、充当免除区分、充当連帯相続⼈番号、充当ダミー３、充当ダミー４
【猶予レコード】 《記録項目7項目》
猶予始期、猶予終期、猶予額、猶予ダミー１、猶予連帯相続人番号、猶予ダミー２、猶予ダミー３
【停止レコード】 《記録項目7項目》
停⽌後３年経過年⽉⽇、停⽌決議番号、停⽌額、停⽌ダミー１、停⽌連帯相続⼈番号、停⽌ダミー２、停⽌ダミー３
【不納⽋損レコード】 《記録項⽬7項⽬》
不納⽋損納税義務消滅⽇、不納⽋損決議番号、不納⽋損額、不納⽋損ダミー１、不納⽋損連帯相続⼈番号、不納⽋損ダミー２、不納⽋損ダミー３
【減額収納レコード】 《記録項目8項目》
減額収納還付発⽣年⽉⽇、減額収納ダミー⽇付２、減額収納額、減額収納調定件数、減額収納収納件数、減額収納連帯相続⼈番号、減額収納ダミー３、減額収
納ダミー４
【督促レコード】 《記録項目7項目》
督促新納期限、督促ダミー⽇付２、督促発付⾦額、督促ダミー３、督促連帯相続⼈番号、督促ダミー４、督促ダミー５
【整理票レコード】 《記録項⽬7項⽬》
整理票ダミー⽇付１、整理票ダミー⽇付２、整理票発⾏⾦額、整理票ダミー３、整理票連帯相続⼈番号、整理票ダミー４、整理票ダミー５
【複製納付書レコード】 《記録項目128項目》
納付書年度、⽤紙区分、納付書番号、徴収番号、事務所コード、税⽬コード、調定会計年度、事業年度始期、申告処理、申告決議年⽉⽇、調定事務所コード、納付
区分、納税者番号、法⼈税割額、法⼈均等割税額、延滞⾦、法⼈事業税額所得割、法⼈事業税付加価値割、法⼈事業税資本割、法⼈事業税収⼊⾦割、地⽅法
⼈特別税、法⼈事業税延滞⾦、加算⾦コード１、加算⾦⾦額１、加算⾦コード２、加算⾦⾦額２、加算⾦コード３、加算⾦⾦額３、合計⾦額、コンビニ識別⼦、コンビ
ニ国コード、コンビニ企業コード、コンビニ企業識別コード、コンビニ料⾦区分、コンビニ税⽬、コンビニ年度、コンビニ⽤紙区分、コンビニ納付書番号、コンビニ予備、コンビニ再発
⾏区分、コンビニ⽀払期限、コンビニ印紙フラグ、コンビニ⽀払⾦額、コンビニＣＤ、振替⽇、収⼊⽇、ＣＶＳコード、店舗コード、収納時間、経理処理⽇、速報確報区分、
速報受取⽇、速報取消受取⽇、確報受取⽇、⽀払⾦額、エラーコード、振分区分、履歴収⼊⽇１、履歴ＣＶＳコード１、履歴店舗コード１、履歴収納時間１、履歴
経理処理⽇１、履歴速報確報区分１、履歴速報受取⽇１、履歴速報取消受取⽇１、履歴確報受取⽇１、履歴⽀払⾦額１、履歴エラーコード１、履歴収⼊⽇２、
履歴ＣＶＳコード２、履歴店舗コード２、履歴収納時間２、履歴経理処理⽇２、履歴速報確報区分２、履歴速報受取⽇２、履歴速報取消受取⽇２、履歴確報受
取⽇２、履歴⽀払⾦額２、履歴エラーコード２、履歴収⼊⽇３、履歴ＣＶＳコード３、履歴店舗コード３、履歴収納時間３、履歴経理処理⽇３、履歴速報確報区分
３、履歴速報受取⽇３、履歴速報取消受取⽇３、履歴確報受取⽇３、履歴⽀払⾦額３、履歴エラーコード３、履歴収⼊⽇４、履歴ＣＶＳコード４、履歴店舗コード
４、履歴収納時間４、履歴経理処理⽇４、履歴速報確報区分４、履歴速報受取⽇４、履歴速報取消受取⽇４、履歴確報受取⽇４、履歴⽀払⾦額４、履歴エ
ラーコード４、履歴収⼊⽇５、履歴ＣＶＳコード５、履歴店舗コード５、履歴収納時間５、履歴経理処理⽇５、履歴速報確報区分５、履歴速報受取⽇５、履歴速報
取消受取⽇５、履歴確報受取⽇５、履歴⽀払⾦額５、履歴エラーコード５、履歴収⼊⽇６、履歴ＣＶＳコード６、履歴店舗コード６、履歴収納時間６、履歴経理処
理⽇６、履歴速報確報区分６、履歴速報受取⽇６、履歴速報取消受取⽇６、履歴確報受取⽇６、履歴⽀払⾦額６、履歴エラーコード６、作成年⽉⽇、更新年⽉
⽇、更新時刻、更新プログラムＩＤ、更新ＷＳコード
【⾃動⾞税充当レコード】 《記録項⽬19項⽬》
処理区分、⼊⼒事務所コード、事務所コード、税⽬コード、納税者番号、徴収番号、登録番号、年度、期別、申告処理コードＧ、申告決議年⽉⽇、納期限、充当年⽉
⽇、収納年⽉⽇、受⼊年⽉⽇、税額、延滞⾦、加算⾦コード、加算⾦額
【納付情報レコード】 《記録項目140項目》
収納機関番号、納付番号、確認番号、税⽬料⾦番号、申告区分、元号、課税期間年⽉⽇、納付区分予備、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始
期、申告処理、申告決議年⽉⽇、税⽬コード、調定事務所コード、徴収納付区分、納税者番号、⾞両番号、登録番号、法⼈税割額、法⼈均等割税額、法⼈延滞⾦、
法⼈事業税額所得割、法⼈事業税付加価値割、法⼈事業税資本割、法⼈事業税収⼊⾦割、地⽅法⼈特別税、法⼈事業税延滞⾦、加算⾦コード１、加算⾦⾦額
１、加算⾦コード２、加算⾦⾦額２、加算⾦コード３、加算⾦⾦額３、年度１、連番１、課税区分１、本税１、延滞⾦１、年度２、連番２、課税区分２、本税２、
延滞⾦２、年度３、連番３、課税区分３、本税３、延滞⾦３、収納⾦額、収納代⾏業者コード、速報受取⽇、確報受取⽇、速報取消受取⽇、クレジット⽀払受付終
了⽇、クレジット納税証明無効区分、クレジット納税証明有効期限、クレジット依頼データ作成⽇、クレジット速報受取⽇、クレジット確報受取⽇、クレジット納税証明作成
⽇、分納フラグ、発付年⽉⽇、納付期限⽇、予備、納付情報登録区分、収納機関コード、収納機関名カナ⽂字数、収納機関名カナ、収納機関名漢字⽂字数、収納機
関名漢字、ＯＣＲ情報、バーコード情報、⽀払形態、利⽤者名カナ⽂字数、利⽤者名カナ、利⽤者名漢字⽂字数、利⽤者名漢字、パスワード、識別番号、納付合計
額、納付額元⾦、延滞⾦表⽰区分、延滞⾦、⼿数料負担区分、納付内容カナ、納付内容漢字、督促⼿数料、前納報奨⾦、地公体任意情報、消込期限年⽉⽇、納
付方式、詳細印字カナ、詳細印字漢字、詳細表示１カナ文字数、詳細表示１カナ、詳細表示１漢字文字数、詳細表示１漢字、詳細表示２カナ文字数、詳細表示２
カナ、詳細表⽰２漢字⽂字数、詳細表⽰２漢字、納付年度、⽀払停⽌情報、⽀払停⽌チャネル、⽀払停⽌年⽉⽇、未納表⽰情報、期割情報、差替情報、⽀払年⽉
日、調定情報、任意使用エリア１、任意使用エリア２、任意使用エリア３、任意使用エリア４、予備１、消費税額表示区分、消費税額、ＭＰＮ取扱い開始日、ＭＰＮ
取扱い期限⽇、収納コード、延滞⾦計算コード、利率１適⽤終了⽇、延滞⾦計算基礎額、計算延滞⾦、最終収納⽇、差替前納付番号、差替前確認番号、連結情
報、関連情報数、関連納付番号１、関連確認番号１、関連納付番号２、関連確認番号２、関連納付番号３、関連確認番号３、関連納付番号４、関連確認番号
４、予備２

【速報確報ＭＰＮレコード】 《記録項目49項目》
収納機関番号、納付番号、確認番号、税⽬料⾦番号、申告区分、元号、課税期間年⽉⽇、納付区分予備、納付連番、速報確報取消区分、収納⾦額、決議年⽉
⽇、添票区分、読取区分、整理番号、振替⽇、収⼊⽇、ＣＶＳコード、ＣＶＳ店舗コード、収納時間、経理処理⽇、エラーコード、振分区分、クレジット⽀払受付終了
⽇、⾦額差異フラグ、収納サービス区分、速報状況フラグ、消込Ｒ整理番号、銀⾏コード、バッチ番号、読取番号、チャネル区分、納付⾦区分、⼊⼒区分、⾦融機関コー
ド、ＭＰＮ店舗コード、⼊⾦⽇、他店券⾦額、⽀払⽅法、印紙税額、ＭＰＮ収納⾦額、ＭＰＮ収⼊⽇、照会時刻、領収区分、ＭＰＮクリアリング単位⽇、消込識別番
号、消費税額、⼿数料負担区分、収納コード
【共通納税収納レコード】 《記録項目62項目》
納付番号、確認番号、履歴番号、税⽬料⾦番号、申告区分、課税期間、未使⽤、収納団体番号、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、期別、申告処理、申告
決議年⽉⽇、税⽬コード、納税者番号、地⽅公共団体コード、納税者ＩＤ、発⾏依頼受信⽇時、所属コード、ｅＬＴＡＸ申告区分、税⽬区分、⾒込みなし納付区
分、期別⾄、利⽤者ＩＤ、本税等合計額、延滞⾦合計額、⽀払可能期限、納付情報管理登録⽇時、特定キー１、特定キー２、特定キー予備、税割額、均等割税
額、延滞⾦、法⼈事業税額所得割、法⼈事業税付加価値割、法⼈事業税資本割、法⼈事業税収⼊⾦割、地⽅法⼈特別税、法⼈事業税延滞⾦、加算⾦コード１、
加算⾦⾦額１、加算⾦コード２、加算⾦⾦額２、ファイル作成年⽉⽇、今回⽀払額合計、領収区分、⽀払⽅法、チャネル区分、⼊⼒区分、⼊⾦年⽉⽇、納付年⽉⽇、
ＭＰＮ処理時刻、⾦融機関コード、⽀店コード、仕向処理時刻、消込結果区分、添票区分、読取区分、整理番号、強制出⼒区分
【⾃動⾞税調定情報レコード】 《記録項⽬3項⽬》
調定基本ＰＧＣＳ番号、証明書編集読⾶ばしフラグ、延滞⾦特別減免フラグ
【⾃動⾞取得税済通レコード】 《記録項⽬58項⽬》
事務所コード、振替年⽉⽇、添票区分、整理番号、整理番号枝番、収⼊年⽉⽇、済通枚数、済通⾦額、⼊⼒枚数、⼊⼒⾦額、⼊⼒済整理番号、確認済フラグ、完結
⼊⼒年⽉⽇、収⼊消込区分、変更前取得税登録番号、変更前申告処理区分、変更前申告処理年⽉⽇、変更前取得税本税収⼊額、変更前取得税延滞⾦収⼊
額、変更前収⼊加算⾦区分、変更前加算⾦収⼊額、変更前取得税収⼊年⽉⽇、変更前取得税消印年⽉⽇、変更後取得税登録番号、変更後申告処理区分、変
更後申告処理年⽉⽇、変更後取得税本税収⼊額、変更後取得税延滞⾦収⼊額、変更後収⼊加算⾦区分、変更後加算⾦収⼊額、変更後取得税収⼊年⽉⽇、変
更後取得税消印年⽉⽇、整理要求先事務所コード、誤納処理、取得税消込エラーコード、統計計上区分、統計計上年⽉⽇、取得税徴収番号、取得税年度、取得税
課税区分、取得税事業年度始期、取得税申告決議年⽉⽇、取得税ＳＥＱ、変更前⾃動⾞税登録番号、変更前⾃動⾞税本税収⼊額、変更前⾃動⾞税収⼊年⽉
⽇、変更前⾃動⾞税新規発⽣⽇、変更後⾃動⾞税登録番号、変更後⾃動⾞税本税収⼊額、変更後⾃動⾞税収⼊年⽉⽇、変更後⾃動⾞税新規発⽣⽇、未納調
定区分、⾃動⾞税消込エラーコード、⾃動⾞税⾞両番号、⾃動⾞税年度、⾃動⾞課税連番、⾃動⾞税申告決議年⽉⽇、申告書番号
【ＪＮＫＳ送付済納付情報レコード】 《記録項目21項目》
キー登録番号、キー⾞両番号、標板⽂字、分類番号、かな⽂字、⼀連番号、⾞台番号、都道府県コード１、納付状況コード１、有効年⽉⽇１、抹消フラグ１、更新年
⽉⽇１、抹消理由１、未納理由１、都道府県コード２、納付状況コード２、有効年⽉⽇２、抹消フラグ２、更新年⽉⽇２、抹消理由２、未納理由２
【⾃動⾞異動情報レコード】 《記録項⽬9項⽬》
⾞両番号、登録番号、当年度廃⾞、当年度転出、前年度転出、当年度番変、当年度転⼊、当年度譲渡、当年度新規

納税 《記録項目1,289項目》
【滞納者レコード】 《記録項目53項目》
納税者番号、税⽬法⼈フラグ、税⽬個⼈フラグ、税⽬不動産フラグ、税⽬⾃動⾞フラグ、税⽬軽油フラグ、税⽬その他フラグ、漢字住所事務所コード、連絡先住所郵便番
号１、連絡先住所郵便番号２、連絡先住所、電話１種別、電話１、電話２種別、電話２、電話３種別、電話３、本籍、住⺠基本番号、在留カード番号等１、在留
カード番号等２、関係者内容１、関係者納税者番号１、関係者氏名１、関係者住所１、関係者電話１、関係者内容２、関係者納税者番号２、関係者氏名２、関
係者住所２、関係者電話２、関係者内容３、関係者納税者番号３、関係者氏名３、関係者住所３、関係者電話３、業種職業、事業所住所コード、事業所住所郵
便番号１、事業所住所郵便番号２、事業所住所、事業所事務所コード、事業所名称、滞納事案数、完結事案数、備考、名寄先納税者番号、滞納者更新⽇、滞納
者更新事務所コード、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【滞納者財産電話レコード】 《記録項目28項目》
納税者番号、電話財産ＳＥＱ、財産種別、調査日、調査事務所コード、加入権センタ、取扱い支店、市外局番、市内局番、電話番号、帰属認定フラグ、名義人氏名、
名義⼈住所、設置場所、質権者等⽒名、質権者等郵便番号１、質権者等郵便番号２、質権者等住所、質権額、質権設定⽇、所有権有無フラグ、所有権廃⽌⽇、
削除フラグ、備考、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【滞納者財産預⾦等債権レコード】 《記録項⽬27項⽬》
納税者番号、預⾦財産ＳＥＱ、財産種別、調査⽇、調査事務所コード、帰属認定フラグ、銀⾏名称等、取扱⽀店等、銀⾏等郵便番号１、銀⾏等郵便番号２、銀⾏
等住所、預⾦等種別、⼝座記号番号等、現在額、反対債権額、満期⽇、最終取引⽇、所有権有無フラグ、所有権廃⽌⽇、⼝座名称、⼝座住所、削除フラグ、備考、
更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【滞納者財産不動産その他レコード】 《記録項⽬22項⽬》
納税者番号、その他財産ＳＥＱ、財産種別、調査⽇、調査事務所コード、帰属認定フラグ、地⽬、地積、建物の種類、延床⾯積、他物件数、代表地番、財産情報、履
⾏期限、所有権有無フラグ、所有権廃⽌⽇、削除フラグ、備考、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【債権者レコード】 《記録項目19項目》
納税者番号、その他財産ＳＥＱ、債権者ＳＥＱ、財産種別、債権設定⽇、債権種別、債権者⽒名、債権者郵便番号１、債権者郵便番号２、債権者住所、債権現
在額、債権現在額調査⽇、調査事務所コード、削除フラグ、備考、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【滞納事案レコード】 《記録項目49項目》
滞納事案番号、滞納事案発⽣⽇、滞納事案年度、滞納事案完結区分、滞納事案完結⽇、納税者番号、担当事務所コード、担当課コード、担当班コード、担当者コー
ド、整理区分１徴、整理区分２徴、整理区分３徴、整理区分現在、整理区分現在⽉末、猶予内訳区分現在⽉末、集計表等設定⽇、索引区分、索引区分２、事案
区分、統計用事案区分１、統計用事案区分２、統計用事案区分３、統計用事案区分４、統計用集計表区分、滞納調定件数、本税課税額計、本税未納額計、加
算⾦未納額計、確定延滞⾦未納額計、名寄最⼤未納額、税⽬法⼈調定件数、税⽬個⼈調定件数、税⽬不動産調定件数、税⽬⾃動⾞調定件数、税⽬軽油調定
件数、税⽬その他調定件数、最終収⼊⽇、最終整理経過⼊⼒⽇、次回予定区分、次回予定⽇、整理メモ、旧担当事務所コード、最終徴収⾦発⽣⽇、最終担当者変
更⽇、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間

【調定課税情報レコード】 《記録項目9項目》
滞納事案番号、調定ＳＥＱ、課税情報、削除フラグ、⾮表⽰フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【分納レコード】 《記録項目17項目》
滞納事案番号、本税分納額計、課税徴収猶予額等、加算⾦分納額計、加算⾦減額予定額、延滞⾦分納額計、最新減額額、減額更新⽇、減額決議⽇、分納期間
始期、分納期間終期、分納回数、事案完結フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【分納明細レコード】 《記録項目15項目》
滞納事案番号、分納明細ＳＥＱ、分納⽇、本税分納額、本税分納残額、加算⾦分納額、加算⾦分納残額、本税等分納残額、延滞⾦分納額、延滞⾦分納残額、
分納合計額、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【滞納調定レコード】 《記録項目83項目》
滞納事案番号、調定ＳＥＱ、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期課税年度、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、
納税者番号、作成事務所コード、滞納調定事務所コード、税⽬コード、登録番号、⾞両番号、課税区分コード、ＳＥＱ番号、税⽬区分、旧申告決議⽇、課税猶予区
分、課税猶予決議日、課税猶予始期日、課税猶予終期日、課税本税猶予額、納税猶予区分、納税猶予決議日、納税猶予始期日、納税猶予終期日、納税本税猶
予額、納税加算⾦猶予額、納税延滞⾦猶予額、停⽌区分、停⽌決議⽇、本税停⽌額、加算⾦停⽌額、延滞⾦停⽌額、不納⽋損区分、不納⽋損決議⽇、本税不
納⽋損額、加算⾦不納⽋損額、延滞⾦不納⽋損額、処分表⽰区分、停⽌表⽰区分、猶予表⽰区分、連帯表⽰区分、統計⽤集計表区分、調定区分１、調定区分
２、調定区分３、調定区分４、調定区分５、調定区分６、調定区分７、集計表等設定⽇、調定作成⽇、調定作成年度、最終収⼊⽇、⾃動⾞最終収⼊⽇、整理区
分現在⽉末、猶予内訳区分現在⽉末、削除フラグ、⾮表⽰フラグ、旧事務所コード、旧作成事務所コード、猶予履歴件数、延滞⾦減免履歴件数、繰上徴収履歴件
数、⽋損停⽌履歴件数、滞納ファイル発⾏年⽉⽇、統計⽤税額、統計⽤法⼈均等割税額、統計⽤税額計、統計⽤未納税額計、統計⽤加算⾦未納額、統計⽤延滞
⾦未納額、統計⽤調定完結事由コード、統計⽤調定完結⽇、調定ＰＧＣＳ番号、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【名寄情報レコード】 《記録項目11項目》
総合⾃動⾞区分、名寄元納税者番号、代表納番フラグ、税⽬内訳区分、税⽬、保有台数、名寄先納税者番号、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【連帯二次納レコード】 《記録項目13項目》
連帯⼆次納ＳＥＱ、滞納事案番号、調定ＳＥＱ、連帯等納税者番号、納税義務区分、承継額、納付責任額、削除フラグ、⾮表⽰フラグ、更新事務所コード、作成
⽇、更新⽇、更新時間
【整理経過レコード】 《記録項⽬11項⽬》
滞納事案番号、整理経過ＳＥＱ、表⽰順序番号、交渉⽇、交渉区分、整理経過、作成者、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【調査経過レコード】 《記録項目13項目》
滞納事案番号、調査ＳＥＱ、表⽰順序番号、調査⽇、調査区分、調査経過、調査書識別名、帳票ＩＤ、作成者、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間

【分納不履⾏レコード】 《記録項⽬19項⽬》
分納不履⾏ＳＥＱ、滞納事案番号、納税者番号、滞納者漢字⽒名、担当事務所コード、担当課コード、担当班コード、担当者コード、現在未納額、分納⽇、分納⾦
額、分納残額、最終分納⽇、猶予表⽰区分、抽出理由コード、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【収入等連絡レコード】 《記録項目32項目》
収入等連絡ＳＥＱ、滞納事案番号、納税者番号、滞納者漢字氏名、担当事務所コード、担当課コード、担当班コード、担当者コード、徴収番号、登録番号、税目コー
ド、年度、期別、申告区分、振替⽇、収⼊等⽇、連絡票区分、連絡票区分２、本税収⼊額、加算⾦収⼊額、延滞⾦収⼊額、本税未納額、加算⾦未納額、延滞⾦未
納額、備考、収⼊等連絡作成⽇、課⻑確認フラグ、担当者確認フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【処分レコード】 《記録項目76項目》
滞納事案番号、処分ＳＥＱ、処分種別、効⼒発⽣⽇、財産種別、財産種別処理区分、処分受付順位、処分受付⽇、受付番号、差押移⾏⽇、処分完結区分、処分
完結日、加入権センタ、取扱い支店、市外局番１、市内局番１、電話番号１、設置場所１、市外局番２、市内局番２、電話番号２、設置場所２、市外局番３、市
内局番３、電話番号３、設置場所３、市外局番４、市内局番４、電話番号４、設置場所４、市外局番５、市内局番５、電話番号５、設置場所５、預⾦等種別、
⼝座記号番号、履⾏期限、債権現在額、反対債権額、調査⽇、第三債務者、債務者住所郵便番号１、債務者住所郵便番号２、債務者住所、取扱店等、⼟地の地
⽬、地積、建物の種類、延床⾯積、他物件数、代表地番、事件番号年度、事件種類、事件番号、執⾏裁判所名称、裁判所住所郵便番号１、裁判所住所郵便番号
２、裁判所住所、事件終了⽇、執⾏処分庁名称、処分庁住所郵便番号１、処分庁住所郵便番号２、処分庁住所、処分機関差押⽇、執⾏権コード、滞納⾦額、滞
納⾦額調査⽇、解除⽇、削除フラグ、備考、表⽰順序番号、⾒出し⽤、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間

【処分調定レコード】 《記録項目7項目》
滞納事案番号、処分ＳＥＱ、調定ＳＥＱ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【処分追記レコード】 《記録項目8項目》
滞納事案番号、処分ＳＥＱ、追記情報１、追記情報２、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【権利者レコード】 《記録項⽬18項⽬》
滞納事案番号、処分ＳＥＱ、権利者ＳＥＱ、権利者順位、権利設定⽇、権利種別、権利者⽒名、権利者住所郵便番号１、権利者住所郵便番号２、権利者住
所、債権現在額、調査⽇、備考、削除フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【他所参加レコード】 《記録項目19項目》
滞納事案番号、処分ＳＥＱ、他所参加ＳＥＱ、受付順位、受付⽇、処分種別、参加機関名称、参加機関郵便番号１、参加機関郵便番号２、参加機関住所、滞
納⾦額、滞納⾦額調査⽇、解除⽇、備考、削除フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間

【公売レコード】 《記録項目26項目》
公売ＳＥＱ、事務所コード、公売実施年度、番号、公売財産種別、公売決議⽇、公告期間始期、公告期間終期、⼊札⽇、⼊札時間始期、⼊札時間終期、開札⽇、
開札時間、売却決定⽇、売却決定時間、買受代⾦納付⽇、買受時間、売却数量、公売場所、売却決定場所、買受代⾦納付場所、削除フラグ、更新事務所コード、
作成⽇、更新⽇、更新時間
【売却レコード】 《記録項目31項目》
公売ＳＥＱ、売却ＳＥＱ、売却番号、納税者番号、滞納事案番号、処分ＳＥＱ、公売保証⾦、不要区分、⾒積⾦額、公開区分、加⼊権センタ、電話項番、取扱い
⽀店、市外局番、市内局番、電話番号、設置場所、買受⼈⽒名、買請⼈郵便番号１、買請⼈郵便番号２、買受⼈住所、売却価格、処理内容コード、担当者⽒名、
備考、財産情報、削除フラグ、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【催告納税者レコード】 《記録項目14項目》
納税者番号、カナ⽒名、⼈格区分、法⼈格組織コード、前後区分、漢字⽒名、漢字住所、漢字住所コード、送付先住所、課税場所住所、電話番号、催告フラグ、処理
⽇、処理時刻
【催告調定レコード】 《記録項目60項目》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、納税者番号、税⽬コード、事業年度終期、法
定納期限、納期限、税額、法⼈均等割税額、税額計、未納税額、法⼈均等割未納税額、未納税額計、利⼦割還付未納額、利⼦割充当希望、関連レコード、特例延
⻑⽉数、資本⾦、業種コード、延滞⾦基準⽇、延滞⾦未納額１３⽇前、延滞⾦未納額１２⽇前、延滞⾦未納額１１⽇前、延滞⾦未納額１０⽇前、延滞⾦未納
額９⽇前、延滞⾦未納額８⽇前、延滞⾦未納額７⽇前、延滞⾦未納額６⽇前、延滞⾦未納額５⽇前、延滞⾦未納額４⽇前、延滞⾦未納額３⽇前、延滞⾦未
納額２⽇前、延滞⾦未納額１⽇前、延滞⾦未納額、延滞⾦未納額１⽇後、延滞⾦未納額２⽇後、延滞⾦未納額３⽇後、延滞⾦未納額４⽇後、延滞⾦未納額
５⽇後、延滞⾦未納額６⽇後、延滞⾦未納額７⽇後、延滞⾦計算不能フラグ、催告事案フラグ、済通フラグ、催告状況フラグ、催告センター送信フラグ、催告年⽉、経
過区分履歴１、経過区分履歴２、経過区分履歴３、経過区分履歴４、経過区分履歴５、処理⽇、処理時刻
【催告整理経過レコード】 《記録項⽬17項⽬》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、整理経過ＳＥＱ、納税者番号、交渉⽇、交
渉区分、整理経過、作成者、作成⽇、処理⽇、処理時刻
【納税名寄せ連絡用レコード】 《記録項目8項目》
変更前納税者番号、変更後納税者番号、名寄⼊⼒事務所コード、名寄⼊⼒課コード、更新事務所コード、作成⽇、更新⽇、更新時間
【売却追記レコード】 《記録項目6項目》
公売ＳＥＱ、売却ＳＥＱ、処分ＳＥＱ、追記情報１、追記情報２、更新事務所コード
【滞票発⾏レコード】 《記録項⽬18項⽬》
⾞両番号、年度、連番、発⾏事由、新滞票事務所、最新登録番号、調定年度、課税区分コード、本税未納額、延滞⾦未納額、滞票発⾏事務所コード、滞票発⾏年
月日、納税義務者番号、納税義務者氏名、送付先住所コード、送付先住所具体名、送付先住所番地、送付先住所方書
【納税集計レコード】 《記録項目8項目》
⾞両番号、年度、連番、履歴番号、決議年⽉⽇、収⼊等履歴区分、削除フラグ、滞票発⾏事務所コード
【勧奨情報レコード】 《記録項目46項目》
キー１、キー２、納税者番号、最新勧奨年⽉⽇、最新勧奨時刻－時、最新勧奨時刻－分、最新経過区分、最新応答区分、最新更新区分、勧奨年⽉⽇１、勧奨時
刻－時１、勧奨時刻－分１、経過区分１、応答区分１、更新区分１、勧奨年⽉⽇２、勧奨時刻－時２、勧奨時刻－分２、経過区分２、応答区分２、更新区分
２、勧奨年⽉⽇３、勧奨時刻－時３、勧奨時刻－分３、経過区分３、応答区分３、更新区分３、勧奨年⽉⽇４、勧奨時刻－時４、勧奨時刻－分４、経過区分
４、応答区分４、更新区分４、勧奨年⽉⽇５、勧奨時刻－時５、勧奨時刻－分５、経過区分５、応答区分５、更新区分５、特記事項、当初勧奨台数、当初勧奨
税額、勧奨台数、勧奨税額、印字番号、正職員判別区分
【勧奨調定レコード】 《記録項目6項目》
納税者番号、⾞両番号、年度、課税区分コード、連番、収⼊等経過区分
【勧奨変更レコード】 《記録項⽬14項⽬》
⼊⼒事務所コード、グループコード、整理番号、印字番号、納税者番号、フリガナ、⽒名、送付先住所コード、送付先住所、送付先番地、送付先⽅書、送付先郵便番
号、変更前送付先電話番号、変更後送付先電話番号
【納税⾃動⾞滞納処分レコード】 《記録項⽬61項⽬》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、キー１、最新登録番号、調定年度、課
税区分、賦課事務所コード、滞票発⾏事務所コード、納税義務者番号、納税義務者⽒名、送付先住所コード、送付先住所具体名、送付先住所番地、送付先住所⽅
書、猶予申請⽇、猶予始期、猶予終期、猶予時効起算⽇、猶予消滅予定⽇、猶予税額、猶予延滞⾦、予備２、停⽌時効起算⽇、停⽌消滅予定⽇、停⽌３年経過
⽇、本税停⽌額、延滞⾦停⽌額、予備３、⽋損時効起算⽇、⽋損消滅予定⽇、本税⽋損額、延滞⾦⽋損額、停⽌事由、停⽌決議年⽉⽇、⽋損本税停⽌額、⽋損
延滞⾦停⽌額、不納⽋損⼀覧表メッセージコード、本税完結フラグ、予備４、減免申請⽇、納期限、減免区分、減免開始期、減免終了期、当初賦課額、延滞⾦算定
額、延滞⾦既収⼊額、延滞⾦減免額、延滞⾦徴収決定額、予備５、削除フラグ、プリントフラグ、滞発フラグ、作表⽤事務所コード、作表区分

【納税総合不納⽋損予定レコード】 《記録項⽬44項⽬》
事務所コード、旧事務所コード、不納⽋損伺⽇、納税義務消滅理由、統計年度、統計現滞区分、税⽬コード、伺書印字フラグ、件数、⾦額、本税代表納税者番号１、
本税代表納税者番号２、本税代表納税者番号３、本税代表納税者番号４、本税代表納税者番号５、過少申告加算⾦件数、過少申告加算⾦⾦額、過少代表納
税者番号１、過少代表納税者番号２、過少代表納税者番号３、過少代表納税者番号４、過少代表納税者番号５、不申告加算⾦件数、不申告加算⾦⾦額、不
申代表納税者番号１、不申代表納税者番号２、不申代表納税者番号３、不申代表納税者番号４、不申代表納税者番号５、重加算⾦件数、重加算⾦⾦額、重
加代表納税者番号１、重加代表納税者番号２、重加代表納税者番号３、重加代表納税者番号４、重加代表納税者番号５、特別税本税件数、特別税本税⾦
額、特別税過少申告加算⾦件数、特別税過少申告加算⾦⾦額、特別税不申告加算⾦件数、特別税不申告加算⾦⾦額、特別税重加算⾦件数、特別税重加算⾦
⾦額

【納税総合不納⽋損決議内訳レコード】 《記録項⽬27項⽬》
事務所コード、旧事務所コード、不納⽋損決議年⽉⽇、納税者番号、納税義務消滅年⽉⽇、納税義務消滅理由、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処
理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬コード、納税義務消滅起算⽇、事業年度終期、不納⽋損決議番号、停⽌決議番号、停⽌決議年⽉⽇、不納⽋損額本税、不納⽋損
額延滞⾦、加算⾦コード加算⾦１、不納⽋損額加算⾦１、加算⾦コード加算⾦２、不納⽋損額加算⾦２、特別税不納⽋損額、不納⽋損額特延滞⾦、不納⽋損額
特加算⾦１、不納⽋損額特加算⾦２
【指定徴収⾦納税者レコード】 《記録項⽬3項⽬》
納税者番号、前月分フラグ、当月分フラグ
【催告管理レコード】 《記録項⽬12項⽬》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、納税者番号、⽉末催告フラグ、催告事案
フラグ、催告状況フラグ
【催告差止レコード】 《記録項目11項目》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、処理⽇、処理時間、差⽌フラグ
【⾃動⾞コールセンター送付先レコード】 《記録項⽬6項⽬》
抽出年⽉⽇、登録番号、送付先⽒名、送付先住所郵便番号、送付先住所、送付先連絡先電話番号
【収納速報レコード】 《記録項目20項目》
コンビニＳＥＱ、事務所コード、税⽬コード、徴収番号、登録番号、調定会計年度、事業年度始期課税年度、申告処理コード、申告決議⽇、税⽬内訳区分、加算⾦
コード、税額、法⼈均等割税額、延滞⾦、加算⾦額、⾞両番号、課税年度、課税区分コード、ＳＥＱ番号、更新事務所コード
【問い合わせ情報レコード】 《記録項目194項目》
⾞両番号、年度、連番、履歴番号、納税者番号、現事務所コード、データ区分、登録番号、課税区分コード、催告事案フラグ、納付書送付選択フラグ１、課税年度１、
納付書課税区分コード１、滞発発⾏事務所コード１、調定額１、本税未納額１、延滞⾦未納額１、最終収⼊⽇１、収⼊区分１、本税納付額１、延滞⾦納付額１、
課税保留コード１、減額理由コード１、納付書送付選択フラグ２、課税年度２、納付書課税区分コード２、滞発発⾏事務所コード２、調定額２、本税未納額２、延滞
⾦未納額２、最終収⼊⽇２、収⼊区分２、本税納付額２、延滞⾦納付額２、課税保留コード２、減額理由コード２、納付書送付選択フラグ３、課税年度３、納付
書課税区分コード３、滞発発⾏事務所コード３、調定額３、本税未納額３、延滞⾦未納額３、最終収⼊⽇３、収⼊区分３、本税納付額３、延滞⾦納付額３、課税
保留コード３、減額理由コード３、納付書送付選択フラグ４、課税年度４、納付書課税区分コード４、滞発発⾏事務所コード４、調定額４、本税未納額４、延滞⾦未
納額４、最終収⼊⽇４、収⼊区分４、本税納付額４、延滞⾦納付額４、課税保留コード４、減額理由コード４、納付書送付選択フラグ５、課税年度５、納付書課
税区分コード５、滞発発⾏事務所コード５、調定額５、本税未納額５、延滞⾦未納額５、最終収⼊⽇５、収⼊区分５、本税納付額５、延滞⾦納付額５、課税保留
コード５、減額理由コード５、納付書送付選択フラグ６、課税年度６、納付書課税区分コード６、滞発発⾏事務所コード６、調定額６、本税未納額６、延滞⾦未納額
６、最終収⼊⽇６、収⼊区分６、本税納付額６、延滞⾦納付額６、課税保留コード６、減額理由コード６、納付書送付選択フラグ７、課税年度７、納付書課税区
分コード７、滞発発⾏事務所コード７、調定額７、本税未納額７、延滞⾦未納額７、最終収⼊⽇７、収⼊区分７、本税納付額７、延滞⾦納付額７、課税保留コー
ド７、減額理由コード７、納付書送付選択フラグ８、課税年度８、納付書課税区分コード８、滞発発⾏事務所コード８、調定額８、本税未納額８、延滞⾦未納額８、
最終収⼊⽇８、収⼊区分８、本税納付額８、延滞⾦納付額８、課税保留コード８、減額理由コード８、納付書送付選択フラグ９、課税年度９、納付書課税区分コー
ド９、滞発発⾏事務所コード９、調定額９、本税未納額９、延滞⾦未納額９、最終収⼊⽇９、収⼊区分９、本税納付額９、延滞⾦納付額９、課税保留コード９、
減額理由コード９、納付書送付選択フラグ１０、課税年度１０、納付書課税区分コード１０、滞発発⾏事務所コード１０、調定額１０、本税未納額１０、延滞⾦未
納額１０、最終収⼊⽇１０、収⼊区分１０、本税納付額１０、延滞⾦納付額１０、課税保留コード１０、減額理由コード１０、納付書送付選択フラグ１１、課税
年度１１、納付書課税区分コード１１、滞発発⾏事務所コード１１、調定額１１、本税未納額１１、延滞⾦未納額１１、最終収⼊⽇１１、収⼊区分１１、本税
納付額１１、延滞⾦納付額１１、課税保留コード１１、減額理由コード１１、納付書送付選択フラグ１２、課税年度１２、納付書課税区分コード１２、滞発発⾏事
務所コード１２、調定額１２、本税未納額１２、延滞⾦未納額１２、最終収⼊⽇１２、収⼊区分１２、本税納付額１２、延滞⾦納付額１２、課税保留コード１
２、減額理由コード１２、その他⽂書送付フラグ、本税未納額計、延滞⾦未納額計、納付額計、受付⽇、受付時刻時、受付時刻分、担当者ＩＤ、応答区分、経過区
分、複数台ありフラグ、納付予定⽇、廃⾞予定⽇、証明書発⾏フラグ、同封フラグ、送付先区分、送付先⽒名、送付先住所コード、送付先郵便番号１、送付先郵便番
号２、送付先連絡先電話番号、送付先住所、送付先住所番地、送付先住所⽅書、経過記事、削除フラグ、作成者、更新事務所コード

【⾃動⾞税未発分経過⼊⼒レコード】 《記録項⽬32項⽬》
⾞両番号、年度、連番、課税区分コード、登録番号、納税者番号、受付⽇、受付時刻時、受付時刻分、担当者⽒名、応答区分、経過区分、交渉区分、電話催告差
⽌フラグ、納付書送付フラグ、その他⽂書送付フラグ、納付予定⽇、廃⾞予定⽇、送付先区分、送付先⽒名、送付先住所コード、送付先郵便番号１、送付先郵便番号
２、送付先連絡先電話番号、送付先住所、送付先住所番地、送付先住所⽅書、経過記事、継続記事１、継続記事２、作成者、更新事務所コード

【未発分経過⼊⼒レコード】 《記録項⽬34項⽬》
事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、納税者番号、受付⽇、受付時刻時、受
付時刻分、担当者氏名、応答区分、経過区分、交渉区分、電話催告差止フラグ、納付書送付フラグ、その他文書送付フラグ、納付予定日、送付先区分、送付先氏名、
送付先住所コード、送付先郵便番号１、送付先郵便番号２、送付先連絡先電話番号、送付先住所、送付先住所番地、送付先住所⽅書、経過記事、継続記事１、
継続記事２、作成者、更新事務所コード
【未発交渉経過レコード】 《記録項目24項目》
納税者番号、納税者番号ＳＥＱ、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算⾦コード、⾞両
番号、年度、連番、課税区分コード、登録番号、記事ＳＥＱ、交渉⽇、交渉時刻、交渉区分、経過記事、作成フラグ、データ区分、作成者、更新事務所コード

【納税更新データ連携レコード】 《記録項⽬18項⽬》
ＤＢ区分、更新区分、処理区分、税⽬コード、事務所コード、徴収番号、調定会計年度、事業年度始期、申告処理コードＧ、申告決議年⽉⽇、税⽬内訳区分、加算
⾦コード、整理票発⾏事務所コード、調定ＰＧＣＳ、⾞両番号、⾃動⾞ＳＥＱ番号、収納区分、調定履歴ＰＧＣＳ

宿泊税 《記録項目601項目》
【宿泊特徴者レコード】 《記録項目16項目》
納税者番号、履歴件数、合算申告区分、合算申告納⼊番号、合算指定年⽉⽇、合算適⽤開始年⽉、合算解除年⽉⽇、合算適⽤終了年⽉、合算申告納⼊送付
先、代表徴収番号、奨励⾦取りまとめ、処分区分、理由、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、作業時間
【宿泊特徴者履歴レコード】 《記録項⽬16項⽬》
納税者番号、履歴件数、合算申告区分、合算申告納⼊番号、合算指定年⽉⽇、合算適⽤開始年⽉、合算解除年⽉⽇、合算適⽤終了年⽉、合算申告納⼊送付
先、代表徴収番号、奨励⾦取りまとめ、処分区分、理由、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、作業時間
【宿泊施設レコード】 《記録項目65項目》
徴収番号、履歴件数、証票番号、保健所許可番号、許可年⽉⽇、許可名義⼈関係コード、異動年⽉⽇、施設状態区分、適⽤開始年⽉⽇、適⽤終了年⽉⽇、営業
種別、特例区分、プレプリ区分、電磁記録区分、課税免除適⽤フラグ、課税免除適⽤開始年⽉、課税免除適⽤終了年⽉、⼝座振替による納税の有無、床⾯積、地上
階、地下階、客室数、収容⼈数、代表施設フラグ、特例指定年⽉⽇、特例適⽤開始年⽉、特例解除年⽉⽇、特例適⽤終了年⽉、所有者⽒名⼜は名称、所有者代
表⽒名、所有者郵便番号１、所有者郵便番号２、所有者電話番号、所有者都道府県コード、所有者市区郡町村コード、所有者⼤字通称コード、所有者字丁⽬コー
ド、所有者住所⼜は所在地、所有者番地、所有者⽅書、共同事業者⽒名⼜は名称、共同事業者代表⽒名、共同事業者郵便番号１、共同事業者郵便番号２、共
同事業者電話番号、共同事業者都道府県コード、共同事業者市区郡町村コード、共同事業者大字通称コード、共同事業者字丁目コード、共同事業者住所又は所在
地、共同事業者番地、共同事業者⽅書、特例適⽤処分区分、特例適⽤理由、課税免除処分区分、課税免除理由、指定区分、登録指定通知書出⼒指⽰フラグ、特
例帳票出⼒指⽰区分、課税免除帳票出⼒指⽰区分、合算指定帳票出⼒指⽰区分、催告区分、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、作業時間

【宿泊施設履歴レコード】 《記録項⽬65項⽬》
徴収番号、履歴件数、証票番号、保健所許可番号、許可年⽉⽇、許可名義⼈関係コード、異動年⽉⽇、施設状態区分、適⽤開始年⽉⽇、適⽤終了年⽉⽇、営業
種別、特例区分、プレプリ区分、電磁記録区分、課税免除適⽤フラグ、課税免除適⽤開始年⽉、課税免除適⽤終了年⽉、⼝座振替による納税の有無、床⾯積、地上
階、地下階、客室数、収容⼈数、代表施設フラグ、特例指定年⽉⽇、特例適⽤開始年⽉、特例解除年⽉⽇、特例適⽤終了年⽉、所有者⽒名⼜は名称、所有者代
表⽒名、所有者郵便番号１、所有者郵便番号２、所有者電話番号、所有者都道府県コード、所有者市区郡町村コード、所有者⼤字通称コード、所有者字丁⽬コー
ド、所有者住所⼜は所在地、所有者番地、所有者⽅書、共同事業者⽒名⼜は名称、共同事業者代表⽒名、共同事業者郵便番号１、共同事業者郵便番号２、共
同事業者電話番号、共同事業者都道府県コード、共同事業者市区郡町村コード、共同事業者大字通称コード、共同事業者字丁目コード、共同事業者住所又は所在
地、共同事業者番地、共同事業者⽅書、特例適⽤処分区分、特例適⽤理由、課税免除処分区分、課税免除理由、指定区分、登録指定通知書出⼒指⽰フラグ、特
例帳票出⼒指⽰区分、課税免除帳票出⼒指⽰区分、合算指定帳票出⼒指⽰区分、催告区分、登録年⽉⽇、作業年⽉⽇、作業時間

【宿泊調査経過レコード】 《記録項目7項目》
徴収番号、証票番号、連番、調査年⽉⽇、調査区分、新規継続区分、調査経過
【宿泊照会⽤履歴レコード】 《記録項⽬84項⽬》
徴収番号、履歴連番、証票番号、保健所許可番号、許可年⽉⽇、許可名義⼈関係コード、異動年⽉⽇、施設状態区分、適⽤開始年⽉⽇、適⽤終了年⽉⽇、営業
種別、特例区分、プレプリ区分、電磁記録区分、課税免除適⽤フラグ、課税免除適⽤開始年⽉、課税免除適⽤終了年⽉、⼝座振替による納税の有無、床⾯積、地上
階、地下階、客室数、収容⼈数、代表施設フラグ、特例指定年⽉⽇、特例適⽤開始年⽉、特例解除年⽉⽇、特例適⽤終了年⽉、所有者⽒名⼜は名称、所有者代
表⽒名、所有者郵便番号１、所有者郵便番号２、所有者電話番号、所有者都道府県コード、所有者市区郡町村コード、所有者⼤字通称コード、所有者字丁⽬コー
ド、所有者住所⼜は所在地、所有者番地、所有者⽅書、共同事業者⽒名⼜は名称、共同事業者代表⽒名、共同事業者郵便番号１、共同事業者郵便番号２、共
同事業者電話番号、共同事業者都道府県コード、共同事業者市区郡町村コード、共同事業者大字通称コード、共同事業者字丁目コード、共同事業者住所又は所在
地、共同事業者番地、共同事業者⽅書、特例適⽤処分区分、特例適⽤理由、課税免除処分区分、課税免除理由、指定区分、登録指定通知書出⼒指⽰フラグ、特
例帳票出⼒指⽰区分、課税免除帳票出⼒指⽰区分、合算指定帳票出⼒指⽰区分、催告区分、登録年⽉⽇、作業年⽉、作業時間、納税者番号、合算申告区分、
合算申告納⼊番号、代表徴収番号、奨励⾦取りまとめ、処分区分、理由、⽒名⼜は名称、住所⼜は所在地１、住所⼜は所在地２、郵便番号１、郵便番号２、電話
番号、名称、所在地１、所在地２、施設郵便番号１、施設郵便番号２、施設電話番号

【宿泊合算レコード】 《記録項目23項目》
合算申告納⼊番号、期別、内訳数、申告決議年⽉⽇、納期限、特例適⽤納期限、０１宿泊数、０１税額、０２宿泊数、０２税額、０３宿泊数、０３税額、免除
宿泊数、免除税額、計宿泊数、当初申告額、現在調定額、⼝振銀⾏コード、⼝振⽀店コード、⼝振預⾦種別コード、⼝振⼝座番号、⼝振⼝座名義⼈、振替予定年⽉
日
【宿泊調定レコード】 《記録項目73項目》
合算申告納⼊番号、徴収番号、期別、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、申告レコード区分、調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、決定年⽉、納期限、特例適⽤納期限、更
正請求年⽉⽇、還付申請税額、０１税率、０１既確定宿泊数、０１既確定税額、０１宿泊数、０１税額、０１差引宿泊数、０１差引税額、０２税率、０２既
確定宿泊数、０２既確定税額、０２宿泊数、０２税額、０２差引宿泊数、０２差引税額、０３税率、０３既確定宿泊数、０３既確定税額、０３宿泊数、０３
税額、０３差引宿泊数、０３差引税額、免除既確定宿泊数、免除宿泊数、免除差引宿泊数、計既確定宿泊数、既確定納入税額、計宿泊数、納入税額、計差引
宿泊数、差引納⼊税額、過少基礎税額、過少基礎割合、過少加算⾦額、過少加算割合、過少加算分基礎税額、過少加算分加算⾦額、過少申告加算⾦調定額、
不申告区分、不申告基礎税額、不申告基礎割合、不申告加算⾦額、不申告加算割合、不申告加算分基礎税額、不申告加算分加算⾦額、不申告加算⾦調定額、
重加区分、重加基礎税額、重加基礎割合、重加算⾦調定額、理由附記、事務所コード、旧事務所コード、⼝振銀⾏コード、⼝振⽀店コード、⼝振預⾦種別コード、⼝
振⼝座番号、⼝振⼝座名義⼈、振替予定年⽉⽇、徴収課税作成済フラグ、統計抽出済フラグ

【徴収奨励⾦⽀払レコード】 《記録項⽬63項⽬》
事務所コード、税⽬コード、徴収番号、⽀出年度、代表徴収番号、証票番号、営業種別、処理年⽉⽇、⽀払通知書区分、振替先銀⾏コード、振替先⽀店コー、振替先
銀⾏名、振替先⽀店名、預⾦種別コード、⼝座番号、⽀払区分、管内管外区分、主たる納税者番号、送付先区分、都道府県コード、市区郡町村コード、⼤字通称コー
ド、字丁⽬コード、漢字所在地、番地、⽅書、住所オーバー区分、郵便番号１、郵便番号２、施設名称、名称オーバー区分、納税者法⼈格等組織コード、納税者法⼈
格組織前後コード、納税者名称、加算⾦決定フラグ、交付率、シーリング、全⽉フラグ、強制フラグ、減額交付有無、完納税額、減額額、前年度までの繰越額計、交付対
象年度発⽣分計、減額情報１算定基礎対象年度、減額情報１前年度までの繰越額、減額情報１交付対象年度発⽣分、減額情報２算定基礎対象年度、減額情
報２前年度までの繰越額、減額情報２交付対象年度発⽣分、減額情報３算定基礎対象年度、減額情報３前年度までの繰越額、減額情報３交付対象年度発⽣
分、減額情報４算定基礎対象年度、減額情報４前年度までの繰越額、減額情報４交付対象年度発⽣分、算定基礎額、算出額、徴収奨励⾦額、繰越控除額、算
出基礎期間経過分、引抜対象フラグ、連携ファイル作成済フラグ
【徴収奨励⾦減算対象レコード】 《記録項⽬89項⽬》
事務所コード、税⽬コード、徴収番号、⽀出年度、調定年度、申告情報０１期別、申告情報０１交付対象フラグ、申告情報０１完納フラグ、申告情報０１税、申告
情報０１納期限、申告情報０１完納年⽉⽇、申告情報０１期限後フラグ、申告情報０２期別、申告情報０２交付対象フラグ、申告情報０２完納フラ、申告情報
０２税額、申告情報０２納期限、申告情報０２完納年⽉⽇、申告情報０２期限後フラグ、申告情報０３期別、申告情報０３交付対象フラグ、申告情報０３完納
フラグ、申告情報０３税額、申告情報０３納期限、申告情報０３完納年⽉⽇、申告情報０３期限後フラグ、申告情報０４期別、申告情報０４交付対象フラグ、申
告情報０４完納フラグ、申告情報０４税額、申告情報０４納期限、申告情報０４完納年⽉⽇、申告情報０４期限後フラグ、申告情報０４期別、申告情報０５交
付対象フラグ、申告情報０５完納フラグ、申告情報０５税額、申告情報０５納期限、申告情報０５完納年⽉⽇、申告情報０５期限後フラグ、申告情報０６期別、
申告情報０６交付対象フラグ、申告情報０６完納フラグ、申告情報０６税額、申告情報０６納期限、申告情報０６完納年⽉⽇、申告情報０６期限後フラグ、申告
情報０７期別、申告情報０７交付対象フラグ、申告情報０７完納フラグ、申告情報０７税額、申告情報０７納期限、申告情報０７完納年⽉⽇、申告情報０７期
限後フラグ、申告情報０８期別、申告情報０８交付対象フラグ、申告情報０８完納フラグ、申告情報０８税額、申告情報０８納期限、申告情報０８完納年⽉⽇、
申告情報０８期限後フラグ、申告情報０９期別、申告情報０９交付対象フラグ、申告情報０９完納フラグ、申告情報０９税額、申告情報０９納期限、申告情報０
９完納年⽉⽇、申告情報０９期限後フラグ、申告情報１０期別、申告情報１０交付対象フラグ、申告情報１０完納フラグ、申告情報１０税額、申告情報１０納期
限、申告情報１０完納年⽉⽇、申告情報１０期限後フラグ、申告情報１１期別、申告情報１１交付対象フラグ、申告情報１１完納フラグ、申告情報１１税額、申
告情報１１納期限、申告情報１１完納年⽉⽇、申告情報１１期限後フラグ、申告情報１２期別、申告情報１２交付対象フラグ、申告情報１２完納フラグ、申告情
報１２税額、申告情報１２納期限、申告情報１２完納年⽉⽇、申告情報１２期限後フラグ

【委託用宿泊合算レコード】 《記録項目25項目》
合算申告納⼊番号、期別、内訳数、申告決議年⽉⽇、納期限、特例適⽤納期限、０１宿泊数、０１税額、０２宿泊数、０２税額、０３宿泊数、０３税額、免除
宿泊数、免除税額、計宿泊数、当初申告額、現在調定額、⼝振銀⾏コード、⼝振⽀店コード、⼝振預⾦種別コード、⼝振⼝座番号、⼝振⼝座名義⼈、振替予定年⽉
⽇、統合済フラグ、申告⼊⼒ユーザＩＤ
【委託用宿泊調定レコード】 《記録項目75項目》
合算申告納⼊番号、徴収番号、期別、申告処理コード、申告決議年⽉⽇、申告レコード区分、調定年⽉⽇、作業年⽉⽇、決定年⽉、納期限、特例適⽤納期、更正
請求年⽉⽇、還付申請税額、０１税率、０１既確定宿泊数、０１既確定税額、０１宿泊数、０１税額、０１差引宿泊数、０１差引税額、０２税率、０２既確
定宿泊数、０２既確定税額、０２宿泊数、０２税額、０２差引宿泊数、０２差引税額、０３税率、０３既確定宿泊数、０３既確定税額、０３宿泊数、０３税
額、０３差引宿泊数、０３差引税額、免除既確定宿泊数、免除宿泊数、免除差引宿泊数、計既確定宿泊数、既確定納入税額、計宿泊、納入税額、計差引宿泊
数、差引納⼊税額、過少基礎税額、過少基礎割合、過少加算⾦額、過少加算割合、過少加算分基礎税額、過少加算分加算⾦、過少申告加算⾦調定額、不申告
区分、不申告基礎税額、不申告基礎割合、不申告加算⾦額、不申告加算割合、不申告加算分基礎税額、不申告加算分加算⾦額、告加算⾦調定額、重加区分、
重加基礎税額、重加基礎割合、重加算⾦調定額、理由附記、事務所コード、旧事務所コード、⼝振銀⾏コード、⼝振⽀店コー、⼝振預⾦種別コード、⼝振⼝座番号、
⼝振⼝座名義⼈、振替予定年⽉⽇、徴収課税作成済フラグ、統計抽出済フラグ、統合済フラグ、申告⼊⼒ユーザＩＤ

⾃動⾞税環境性能割 《記録項目120項目》
【調定レコード】 《記録項目47項目》
徴収番号、年度、課税区分コード、連番、取得時登録番号、申告書番号、納税者番号、⾞両番号、申告処理区分、申告処理年⽉⽇、決議年⽉⽇、減額等理由コー
ド、⾮課税減免コード、調定年⽉⽇、調定年度、初度登録年⽉、新規発⽣年⽉⽇、新規発⽣理由、登録事務所コード、調定事務所コード、カナ⽒名⼜は名称、申告書
⼀連番号、納税義務発⽣理由、商品⾞フラグ、低燃費フラグ、低公害コード、ＡＳＶコード、中古⾞フラグ、所有形態、当初課税標準額、当初税率、現在課税標準額、
現在税率、当初調定額、減額額計、加算⾦区分、加算⾦調定額、加算⾦減額額計、猶予決議事由、猶予決議年⽉⽇、減額履歴件数、猶予履歴件数、⾃動⾞税
税率コード、ＯＳＳ到達番号、ＯＳＳ⾃動⾞取得税納付番号、課税猶予終了年⽉⽇、⽇計簿更新フラグ
【調定履歴情報レコード】 《記録項⽬23項⽬》
徴収番号、年度、課税区分コード、連番、調定履歴番号、減額決議年⽉⽇、減額事由発⽣年⽉⽇、本税減額額、減額加算⾦区分、減額加算⾦額、減額等理由コー
ド、猶予決議年⽉⽇、猶予申請年⽉⽇、猶予開始年⽉⽇、猶予終了年⽉⽇、本税猶予額、延滞⾦猶予額、猶予加算⾦区分、加算⾦猶予額、猶予処分コード、猶
予履歴番号、猶予削除フラグ、申告処理コード
【調定変更レコード】 《記録項⽬50項⽬》
キー１、登録番号、決議年⽉⽇、通知年⽉⽇、取得年⽉⽇、新規発⽣年⽉⽇、新規発⽣理由、初度登録年⽉、課税形態コード、⾃動⾞税税率コード、減額等理由
コード、⾮課税減免コード、申告処理区分、申告処理年⽉⽇、納税者番号、カナ⽒名⼜は名称、⾞両番号、納期限、申請書区分、申請書受理年⽉⽇、譲担財産設定
年⽉⽇、譲担設定者移転年⽉⽇、⾃動⾞返還年⽉⽇、申請者⽒名⼜は名称、申請者住所⼜は所在地、設定者販売業者⽒名⼜は名称、設定者販売業者住所⼜は
所在地、返した理由、低公害コード、ＡＳＶコード、低燃費コード、商品⾞フラグ、中古⾞フラグ、既決定課税標準額、既決定税率、既決定税額、課税標準額、税率、税
額、差引増差税額、加算⾦区分、加算⾦基礎税額、加算⾦割合、既決定加算⾦額、加算⾦額、差引加算⾦額、削除フラグ、委任状フラグ、調定反映済フラグ、増額
処理区分

軽⾃動⾞税 《記録項目84項目》
【申告書レコード】 《記録項目17項目》
データＮＯ、⽀所、登録⽇、⾞両番号、課税標準額、税率、税額、市町村コード、所有形態コード、低公害コード、減免コード、取込み⽇、新⾞中古⾞区分コード、所外
納付フラグ、収納日、振替日、パンチ取込フラグ
【調定レコード】 《記録項目54項目》
⾞両番号、⼊⼒区分、申告書区分、申請区分、データＮＯ、データＮＯ枝番、減額元データＮＯ枝番、取込み⽇、登録⽇、異動⽇、⽀所区分、調定年度、決議年⽉
⽇、通知年⽉⽇、納期限、市町村コード、申請年⽉⽇、取得登録年⽉⽇、所有形態コード、初度検査年⽉、低公害コード、減免コード、新⾞中古⾞区分コード、所外納
付フラグ、⼀括納付フラグ、収納⽇、振替⽇、納付額、延滞⾦、今回調定課税標準額、今回調定税率、今回調定税額、既調定課税標準額、既調定税率、既調定税
額、差引税額、加算⾦区分、加算⾦基礎税額、加算⾦割合、加算⾦額、調定合計⾦額、減額等理由コード、設定返還年⽉⽇、移転年⽉⽇、返した理由、不納⽋損
フラグ、⽋損決議年⽉⽇、不納⽋損額、調定残額、収納残額、調定有フラグ、完納フラグ、完納年⽉⽇、パンチ取込フラグ
【収納レコード】 《記録項目13項目》
データＮＯ、データＮＯ枝番、減額元データＮＯ枝番、明細ＮＯ、納付分類、収納還付⽇、振替⽇、納付還付等額、延滞充当額、加算⾦額、登録⽇、異動⽇、パンチ
取込フラグ
*** END ***

