
収納サブシステム
ATCRAA0 501 調定マスタ
事務所名称,事務所略称,調定番号,税目名称,税目略称,課税番号,課税年度,期別,申告区分名称,申告区分略称,申告補助名称,申告決
議年月日,申告連番,加算金名称,加算金略称,事業年度終期,税額,法人均等割税額,本年度調定額,本年度法人均等割調定額,未納税
額,法人均等割未納税額,完納年度,法定納期限,納期限,繰上徴収期限,利子割控除還付額,利子割控除還付未済額,延滞金確定額,延滞
金減免額,延滞金未納額,調定年月日,統計年月,調定作成区分,更正請求年月日,更正請求額,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,課税方式名称,重加算金対応税額,法人特例延長期間,法人確定提出年月日,法人確定提出区分,法人確定提出名称,
自動車税証紙取扱区分,自動車税証紙取扱名称,自動車税証紙収入額,証紙調定収入件数,自動車二税減額年月日,証紙減額区分,証
紙減額名称,証紙収入区分,証紙収入名称,徴収猶予有無フラグ,換価猶予有無フラグ,停止有無フラグ,嘱託有無フラグ,引継有無フラグ,
差押有無フラグ,参加差押有無フラグ,交付要求有無フラグ,分納誓約有無フラグ,不納欠損有無フラグ,延滞金計算不要フラグ,生前贈与
有無フラグ,通知年月日,調定納税者件数,作成年月日,標識コード（課税）,登録番号（課税）,検索標識コード,検索登録番号,旧申告決議
年月日,調定決議特例区分,調定決議特例区分名称,調定決議書出力区分,調定決議書出力区分名称,調定決議書出力年月日,現過区
分,現過区分名称,法人所得割税額,法人付加価値割税額,法人資本割税額,法人収入割税額,更正後法人所得割税額,更正後法人付加
価値割税額,更正後法人資本割税額,更正後法人収入割税額,本年度法人所得割調定額,本年度法人付加価値割調定額,本年度法人
資本割調定額,本年度法人収入割調定額,法人所得割未納税額,法人付加価値割未納税額,法人資本割未納税額,法人収入割未納税
額,重加算金対応税額（所得）,重加算金対応税額（付加）,重加算金対応税額（資本）,重加算金対応税額（収入）,更正請求額（所得）,更
正請求額（付加）,更正請求額（資本）,更正請求額（収入）,更正請求額（欠損）,国税申告処理コード（所得）,国税申告処理コード（付加）,
国税申告処理コード（資本）,国税申告処理コード（収入）,前調定番号,締日後取消日,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAB0 502 収納マスタ
調定番号,課税番号,課税年度,期別,申告区分コード,申告決議年月日,申告連番,収納区分,収納補助区分,整理番号,本税延滞金区分,収
納年月日,収納額,納税者番号,収納統計計上年度,収納統計計上年月,現滞区分,理由区分,収納種別コード,収納番号,減額申告処理
コード,減額先調定番号,減額元調定番号,減額元申告連番,調定件数,収納件数,還付支払請求番号,充当支払請求番号,文書番号,納付
区分（帳票）,予備日付,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAC0 503 処分マスタ
調定番号,課税番号,課税年度,期別,申告区分コード,申告決議年月日,申告連番,加算金コード,収納区分,収納補助区分,整理番号,元整
理番号,本税延滞金区分,収納年月日,収納額,納税者番号,収納統計計上年度,収納統計計上年月,対象区分,対象区分名称,理由区分,
理由区分名称,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAH0 508 支払通知マスタ
事務所名称,事務所略称,支出年度,歳入歳出区分,支払請求番号,支出金額,支出年月日,支払方法,支払方法名称,納税者番号,住所,番
地,方書,氏名名称,郵便番号,銀行名,支店名,預金種別名称,口座番号,口座名義人,受取人納税者番号,受取人課税番号,受取人住所,受
取人番地,受取人方書,受取人氏名名称,受取人郵便番号,歳入戻出現年額,歳入戻出滞繰額,歳出還付額,印刷用金額欄,印刷用税目名
称,印刷用請求権者番号,差押通知フラグ,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAJ0 509 過誤納マスタ
事務所名称,事務所略称,調定番号,発生年度,発生年月日,過誤納年度,過誤納本番,過誤納枝番,納税者番号,代納者番号,課税番号,課
税年度,期別,申告区分名称,申告区分略称,申告補助名称,申告決議年月日,申告連番,加算金名称,加算金略称,本税延滞金区分,本税
延滞金名称,過誤納金額,歳入還付額,歳出還付額,還付理由名称,納付すべき額,納付した額,過誤納状態区分,過誤納状態名称,還付充
当決議年月日,税目名称,税目略称,事業年度終期,支払年月日,統計年度,統計年月,調定年月日,更正請求年月日,更正請求額,国税申
告処理年月日,税額現年,税額滞繰,税額歳出,減額決議年月日,還付保留理由名称,歳入支払請求番号,歳出支払請求番号,請求権者数,
標識コード（課税）,登録番号（課税）,請求権者番号,譲渡過誤納金額,譲渡歳入還付額,譲渡歳出還付額,譲渡歳入支払請求番号,譲渡
歳出支払請求番号,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAK0 510 充当内訳マスタ
過誤納年度,過誤納本番,過誤納枝番,充当内訳状態区分,充当内訳区分,充当先－調定番号,充当先－課税番号,充当先－課税年度,充
当先－期別,充当先－申告決議年月日,充当先－申告連番,充当額,支払年月日,充当適状年月日,本税延滞金区分,納税者番号,格納通
番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRAT0 518 還付請求権者マスタ
還付請求権者課税番号,譲渡者課税番号,課税年度,期別,申告決議年月日,申告連番,譲渡額,過誤納年度,過誤納本番,過誤納枝番,格
納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRBP0 545 口振振替依頼マスタ
事務所名称,調定番号,事業税調定番号,課税番号,課税年度,期別,申告区分名称,申告区分略称,申告決議年月日,申告連番,加算金名
称,加算金略称,事業年度終期,未納税額,法人均等割未納税額,法人事業税未納額,延滞金,調定未納税,調定法人均等割未納税額,調定
法人事業未納税額,法人充当予定額,法人事業充当予定額,猶予額,口座振替額,仮収納額,内cvs速報収納,法定納期限,納期限,猶予終
期,調定年月日,引落日,口座届出年月日,口座廃止年月日,引落区分,納税者番号,銀行名,支店名,預金種別名称,口座番号,口座名義人
カナ,口座名義人漢字,標識コード,標識名称,登録番号,証明有効期限年月日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDA0 562 一人別情報マスタ
納税者番号,納税者生計情報コード,納税者生計情報確認日,本籍,本籍調査年月日,世帯情報,世帯情報調査年月日,勤務先名称,勤務
先電話番号,勤務先調査年月日,勤務先所在地,職種等,勤務先備考,進行管理メモ,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDB0 563 経過記録マスタ
納税者番号,処理日,処理時刻,折衝件名コード,交渉相手コード,記録担当者,約束の期日,経過記録,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,
更新年月日

ATCRDC0 564 財産マスタ
納税者番号,財産関連番号,調査日,物件区分コード,財産の概要,差押可否,差押日,解除日等,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新
年月日



ATCRDD0 565 財産不動産建物マスタ
納税者番号,財産関連番号,建物情報,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDH0 569 配当充当マスタ
整理番号,配当充当整理番号,処理区分,配当計算書発送日,配当計算書の受入,換価・取立年月日,換価・取立金額,債権者区分,債権者
住所,債権者氏名,債権者債権額,債権者配当額,債権者備考,滞納処分費区分,滞納処分費,交付先,残余金,換価代金等の交付期日,換
価代金等の交付場所,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRCL0 571文書番号管理マスタ
事務所名称，事務所略称，税目名称，税目略称，課税番号，標識コード(課税)，標識名称（課税），登録番号(課税)，検索標識名称，検
索登録番号，課税年度，期別，申告区分名称，申告区分略称，申告決議年月日，申告連番，納税者番号，文書番号，税額，法人均等
割額，延滞金，法人事業税額，法人特別税額，法人事業税延滞金，加算金額１，加算金額２，加算金額３，金額予備１，金額予備２，
金額予備３，金額予備４，金額予備５，金額予備６，金額予備７，金額予備８，金額予備９，合計金額，受信金額計，歳入年月日，納付
年月日，コンビニ速報年月日，コンビニ確報年月日，窓口収納受付年月日，MPN速報年月日，MPN確報年月日，予備年月日１，予備
年月日２，CVS-バーコード領域，格納通番，idカード情報，処理年月日，更新年月日

ATCRDJ0 573 自動車税徴収引継ファイル
年度,作成区分,課税番号,課税年度,期別,標識コード（課税）,登録番号（課税）,検索標識コード,検索登録番号,納税者番号,本税調定額,
本税確定額,本税未納額,延滞金算定額,延滞金未納額,引継区分,処分収納区分,処分決議年月日,処分始期,処分終期,格納通番,ＩＤカー
ド情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDK0 574 処分滞納情報マスタ
収納補助区分,整理番号,納税者番号,収納年月日,対象区分,対象区分名称,財産の表示,事件名,担当者コード,担当者名称,名称,納付
(入)期日,納付(入)金額,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDL0 575 財産その他マスタ
納税者番号,財産関連番号,財産内容,参考事項,第三債務者住所,第三債務者名称,権利者名,先行執行機関,先行差押年月日,格納通
番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDM0 576 財産不動産マスタ
納税者番号,財産関連番号,土地情報,法務局,権利者名,先行執行機関,先行差押年月日,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月
日

ATCRDN0 577 財産区分建物マスタ
納税者番号,財産関連番号,一棟の建物,専有の建物部分,敷地権,地積,法務局,権利者名,先行執行機関,先行差押年月日,格納通番,ＩＤ
カード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDO0 578 財産預貯金マスタ
納税者番号,財産関連番号,金融機関名,支店等,預金種別名称,口座番号,金額,定期等満期日,届出住所,名義相違,貸付有無フラグ,貸金
庫有無フラグ,出資金有無フラグ,参考事項,第三債務者住所,第三債務者名称,権利者名,先行執行機関,先行差押年月日,格納通番,ＩＤ
カード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRDP0 579 財産保険等マスタ
納税者番号,財産関連番号,証券番号,保険の種類,保険契約者,被保険者,契約年月日,詳細情報,参考事項,第三債務者住所,第三債務
者名称,権利者名,先行執行機関,先行差押年月日,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATCRCO0 585 納税証明書出力管理マスタ
発行事務所名称,発行事務所略称,発行区分,納税者番号,納税証明使用目的名称,発行日,納税証明番号,予備日付,予備コード,予備領
域,予備金額,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ゴルフ場利用税サブシステム
ATLRAEO675ゴルフ場マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,ホール数,総面積,市町村別面積,町村名称,市町村別面積,メモ欄,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月
日,更新年月日

ATLRAF0676 ゴルフ場等級履歴マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,履歴番号,適用開始日,適用終了日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATLRAG0677 ゴルフ場利用税申告マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,期別,申告連番,申告処理名称,申告処理略称,申告補助名称,申告決議年月日,加算金レコード表示,
加算金レコード表示名称,調定番号,課税すべき年度,課税年度,統計年月,調定年月日,法定納期限,指定納期限,延長納期限,更正請求
年月日,一般合計利用人員,軽減合計利用人員,早朝合計利用人員,薄暮合計利用人員,非課税合計利用人員,１８歳未満合計利用人員,
７０歳以上合計利用人員,障害者合計利用人員,教育活動合計利用人員,国体合計利用人員,課税対象外利用人員,一般合計税額,一般
調定額,一般調定額旧年度累計,一般調定額過年度減額,軽減合計税額,軽減調定額,軽減調定額旧年度累計,軽減調定額過年度減額,
課税合計税額,前回課税合計税額,合計調定額,合計調定額旧年度累計,合計調定額過年度減額,加算金情報,過少申告加算金額,過少
申告調定額,過少申告調定額旧年度累計,過少申告過年度減額,不申告加算金額,不申告加算調定額,不申告調定額旧年度累計,不申
告過年度減額,重加加算金額,重加加算金調定額,重加調定額旧年度累計,重加過年度減額,締日後取消日,格納通番,ｉｄカード情報,処
理年月日,更新年月日



ATLRAH0678ゴルフ場利用税申告明細マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,期別,申告連番,申告補助名称,一般税率,一般利用人員,軽減税率,軽減利用人員,早朝利用人員,薄
暮利用人員,非課税利用人員,１８歳未満利用人員,７０歳以上利用人員,障害者利用人員,教育活動利用人員,国体利用人員,一般税額,
軽減税額,課税税額,締日後取消日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

軽油引取税サブシステム
ATARAA0 281 事業者マスタ
事務所名称,事務所略称,調定事務所名称,調定事務所略称,課税番号,業者区分,業者区分名称,業者区分略称,登録区分,登録区分名
称,登録区分略称,登録年月日,異動年月日,業者履歴情報,業者区分歴,業者区分略称歴,登録区分歴,登録区分略称歴,異動年月日歴,
消除区分,消除区分名称,消除年月日,納入申告書プレプリ有無,納入申告書プレプリ有無名称,納付申告書プレプリ有無,納付申告書プ
レプリ有無名称,本県本店事務所有無,本県本店事務所有無名称,本県所在事業所数,メモ,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年
月日,削除

ATARAC0 283 納入申告マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,行為年月,申告連番,申告処理名称,申告処理略称,申告補助名称,申告決議年月日,申告種別,申告
種別名称,調定種別,調定種別名称,税歴種別,税歴種別名称,加算金レコード表示,加算金レコード表示名称,調定番号,課税すべき年度,
課税年度,統計年月,調定年月日,現過区分,現過区分名称,法定納期限,延長納期限,指定納期限,通知年月日,更正請求年月日,業者区
分,業者区分略称,登録区分,登録区分略称,整理番号,申告内容,納入数量,納入数量差分,非課税数量,非課税数量差分,輸出数量,輸出
数量差分,課税済数量,課税済数量差分,免税証数量,免税証数量差分,合衆国軍隊数量,合衆国軍隊数量差分,小計,小計差分,差引量,
差引量差分,欠減率,欠減量,欠減量差分,課税標準量,課税標準量差分,税率,納入税額,納入調定額,うち免税証否認増減額,旧年度調定
額累計,歳出還付額,加算金情報,加算金計算区分,加算金計算区分名称,過少申告加算金,過少課税標準量,過少対象税額,過少加算金
率,過少加算金額,過少調定額,加重課税標準量,加重対象税額,加重加算金率,加重加算金額,加重調定額,過少申告加算金額,過少申告
調定額,過少申告旧年度調定額累計,過少申告歳出還付額,不申告加算金,不申告課税標準量,不申告対象税額,不申告加算金率,不申
告加算金額１,不申告調定額１,不申告加重課税標準量,不申告加重対象税額,不申告加重加算金率,不申告加重加算金額,不申告加重
調定額,不申告加算金額,不申告調定額,不申告旧年度調定額累計,不申告歳出還付額,重加加算金,重加課税標準量,重加対象税額,重
加加算金率,重加加算金額,重加調定額,重加旧年度調定額累計,重加歳出還付額,加算金対象申告連番,文書番号,締日後取消日,格納
通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAD0 284 納付申告マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,行為年月日,申告連番,申告処理名称,申告処理略称,申告補助名称,申告決議年月日,申告種別,申
告種別名称,調定種別,調定種別名称,税歴種別,税歴種別名称,加算金レコード表示,加算金レコード表示名称,調定番号,課税すべき年
度,課税年度,統計年月,調定年月日,現過区分,現過区分名称,法定納期限,延長納期限,指定納期限,通知年月日,更正請求年月日,業者
区分,業者区分略称,登録区分,登録区分略称,申告内容,特元販売数量,特元販売数量差分,特元販売控除数量,特元販売控除数量差分,
石油販売数量,石油販売数量差分,石油販売控除数量,石油販売控除数量差分,自動車消費数量,自動車消費数量差分,自動車消費控
除数量,自動車消費控除数量差分,消滅時所有数量,消滅時所有数量差分,消滅時所有控除数量,消滅時所有控除数量差分,自己消費
数量,自己消費数量差分,自己消費控除数量,自己消費控除数量差分,免税証数量,免税証数量差分,免税譲渡数量,免税譲渡数量差分,
免税用途外数量,免税用途外数量差分,製造輸入数量,製造輸入数量差分,製造輸入控除数量,製造輸入控除数量差分,課税標準量,課
税標準量差分,税率,納付税額,納付調定額,旧年度調定額累計,歳出還付額,加算金情報,加算金計算区分,加算金計算区分名称,過少申
告加算金,過少課税標準額,過少対象税額,過少加算金率,過少加算金額,過少調定額,加重課税標準量,加重対象税額,加重加算金率,加
重加算金額,加重調定額,過少申告加算金額,過少申告調定額,過少申告旧年度調定額累計,過少申告歳出還付額,不申告加算金,不申
告課税標準量,不申告対象税額,不申告加算金率,不申告加算金額１,不申告調定額１,不申告加重課税標準量,不申告加重対象税額,不
申告加重加算金率,不申告加重加算金額,不申告加重調定額,不申告加算金額,不申告調定額,不申告旧年度調定額累計,不申告歳出
還付額,重加加算金,重加課税標準量,重加対象税額,重加加算金率,重加加算金額,重加調定額,重加旧年度調定額累計,重加歳出還付
額,加算金対象申告連番,文書番号,申告内容（追加分）,締日後取消日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAE0 285 徴収猶予マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,行為年月,申告連番,申告処理名称,申告処理略称,申告補助名称,申告決議年月日,課税すべき年度,
課税年度,統計年月,猶予区分,猶予区分名称,申請受理年月日,猶予決議区分,猶予決議区分名称,猶予決議年月日,申告税額,猶予,猶
予始期,猶予終期,猶予額,猶予調定額,申請受理年月日,整理番号 ,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAF0 286 納入数量明細マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目, ,数量,数量済 ,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAG0 287 受払本票マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目,受払前前月,受払前前月済,受払受入製造,受払受入製造済,受払受入輸入,受払
受入引取,受払受入引取済,受払受入返還,受払受入返還済,受払受入他,受払受入他済,受払受入合計,受払受入合計済,受払払出引渡,
受払払出引渡済,受払払出消費,受払払出消費済,受払払出返還,受払払出返還済,受払払出他,受払払出他済,受払払出合計,受払払出
合計済,受払前月,受払前月済,現実前前月,現実前前月済,現実受入製造,現実受入製造済,現実受入輸入,現実受入引取,現実受入引取
済,現実受入返還,現実受入返還済,現実受入他,現実受入他済,現実受入合計,現実受入合計済,現実払出引渡,現実払出引渡済,現実払
出消費,現実払出消費済,現実払出返還,現実払出返還済,現実払出他,現実払出他済,現実払出合計,現実払出合計済,現実前月,現実前
月済,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAH0 288 受払等数量明細マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目,数量,数量済,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAI0 289 消費在庫数量明細マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目,数量,数量済,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日



ATARAJ0 290 輸入数量明細マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目,統計番号,数量 ,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAK0 291 納入先別マスタ
課税番号,行為年月 ,申告決議年月日,様式区分,枚目,数量,数量済 ,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAL0 292 事務所別事業所別マスタ
課税番号,行為年月,申告決議年月日,様式区分,枚目,数量,数量済,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATARAM0 293 全国事業者マスタ
検索用カナ名称,カナ名称,名称,業者区分,営業,年度,マスタ区分,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

軽油免税証交付サブシステム
ATZRAA0 311 使用者マスタ
事務所名称,事務所略称,管理事務所名称,管理事務所略称,使用者証番号,検索用使用者カナ,使用者カナ,法人格名称,法人格略称,法
人格前後名称,使用者名称,使用者脚書,編集後使用者名称,応答者名称,生年月日,郵便番号,住所,番地,方書,編集後住所,電話番号,単
独共同区分,単独共同名称,共同使用者数,業種名称,業種略称,使用者登録処理区分,使用者登録処理名称,申請受理年月日,交付年月
日,有効期限,書換年月日,返納年月日,再交付年月日,初回交付年月日,前回交付年月日,前回有効期限,摘要,格納通番,ｉｄカード情報,処
理年月日,更新年月日

ATZRAB0 312 販売業者マスタ
事務所名称,事務所略称 ,法人格名称,法人格略称,法人格前後名称,販売店名称,脚書,郵便番号,住所,番地,方書,電話番号,開始年月
日,異動年月日,廃止年月日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATZRAC0 313 免税証交付回収マスタ
事務所名称,事務所略称,使用者証番号,免税証交付処理区分,免税証交付処理名称,申請受理年月日,申請受理年月,更新回,交付年度,
交付年月,交付年月日,有効期限,交付枚数,交付数量,交付内訳,交付枚数,交付枚数予備,免税証番号前,免税証番号後,検索免税証番
号前,検索免税証番号後,免税証交付済名称,回収情報,返納枚数,返納数量,紛失枚数,紛失数量,書損枚数,書損数量,無効使用枚数,無
効使用数量,有効使用枚数,有効使用数量,未回収枚数,未回収数量,有効回収内訳,有効枚数,有効枚数予備,無効回収内訳,無効枚数,
無効枚数予備,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

ATZRAE0 315 販売店別交付マスタ
事務所名称,事務所略称,使用者証番号,免税証交付処理区分,免税証交付処理名称,申請受理年月日,更新回,交付年月日,有効期限,交
付内訳,枚数,枚数予備,免税証番号前,免税証番号後,検索免税証番号前,検索免税証番号後,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新
年月日

ATZRAF0 316 使用済免税証マスタ
交付情報,検索免税証番号,免税証種別,使用者証番号,業種略称,リッター券種,交付年度,交付年月,交付年月日,有効期限,回収情報,回
収年度,回収年月,回収枚数,回収数量,券種毎回収枚数,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日

県たばこ税サブシステム
ATLRAD0 674 県たばこ税申告マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,期別,課税種別,課税種別名称,申告連番,申告処理名称,申告処理略称,申告補助名称,申告決議年
月日,加算金レコード表示,加算金レコード表示名称,調定番号,課税すべき年度,課税年度,統計年月,調定年月日,法定納期限,指定納期
限,延長納期限,申告期限,更正請求年月日,入力年月日,通常課税,旧３級除税率,旧３級除課税標準数量,旧３級除税額,旧３級税率,旧３
級課税標準数量,旧３級税額,通常税額合計,旧３級除課税免除本数,旧３級除課税免除税額,旧３級課税免除本数,旧３級課税免除税額,
課税免除税額合計,旧３級除返還控除本数,旧３級除返還控除金額,旧３級返還控除本数,旧３級返還控除金額,返還控除金額合計,通
常差引税額,通常既確定税額,通常調定額,通常調定額旧年度累計,通常調定額過年度減額,手持品課税,業者区分,本則所持数量,本則
課税数量,軽減所持数量,軽減課税数量,パイプ所持重量,パイプ所持数量,パイプ課税数量,葉巻所持重量,葉巻所持数量,葉巻課税数
量,刻み所持重量,刻み所持数量,刻み課税数量,かみ用所持重量,かみ用所持数量,かみ用課税数量,かぎ用所持重量,かぎ用所持数量,
かぎ用課税数量,所持数量合計,課税数量合計,本則課税標準本数,本則税率,本則税額,本則調定額,本則調定額旧年度累計,本則調定
額過年度減額,軽減課税標準本数,軽減税率,軽減税額,軽減調定額,軽減調定額旧年度累計,軽減調定額過年度減額,手持品合計税額,
手持品既確定税額,手持品調定額,手持品調定額旧年度累計,手持品調定額過年度減額,課税税額,前回課税税額,課税調定額,課税調
定額旧年度累計,課税調定額過年度減額,加算金情報,過少申告加算金額,過少申告調定額,過少申告調定額旧年度累計,過少申告過
年度減額,不申告加算金額,不申告加算調定額,不申告調定額旧年度累計,不申告過年度減額,重加加算金額,重加加算金調定額,重加
調定額旧年度累計,重加過年度減額,締日後取消日,格納通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日



個人事業税サブシステム
ATKRAA0 233 基本情報マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,国税番号,関与税理士情報,氏名,郵便番号,住所,電話番号,備考,繰越欠損金等メモ,格納通番,ＩＤ
カード情報,処理年月日,更新年月日

ATKRAB0 232 事業年マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,事業年,課税すべき年度,事業月数,青白区分,青白名称,青白略称,主たる業種名称,主たる業種略称,
分割区分,分割名称,配偶者区分,配偶者名称,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATKRAC0 231 賦課マスタ　
事務所名称,事務所略称,課税番号,事業年,賦課連番,課税すべき年度,課税年度,申告処理名称,申告処理略称,申告年月日,所得税区
分,所得税名称,処理名称,納期選択区分,納期選択名称,納期限,処理年月日,通知年月日,決議年月日,決議年月,決議日,統計年月,法定
納期限,相続関係課税番号,相続区分,相続名称,兼業業種,業種名称,業種略称,業種処理区分,業種処理名称,収入金額,所得金額,青色
申告控除額,非課税名称,非課税額,収入金額合計,所得金額合計,税率情報,業種税率,業種別課税標準総額,業種別課税標準本県分,業
種別税額,課税標準総額,課税標準本県分,控除情報,事業月数,事業主控除額,所得税算入額区分,所得税算入額名称,所得税算入額,所
得税専従者数,所得税専従者控除給与,事業専従者数,事業専従者控除額,旧非課税特例控除額,損失の繰越控除額,被災損失繰越控
除額,資産譲渡損失控除額,譲渡損失繰越控除額,身体障害者控除額,外国税額控除額,医業情報,社会保険報酬収入額,社会保険報酬
所得額,自由診療収入額,自由診療所得額,分割情報,分割区分,分割名称,分割総数,分割本県分数,減免情報,減免区分,減免名称,減免
額,決定税額,課税済税額,調定額,歳入還付額,歳出還付額,今年度調定額累計,１期税額,２期税額,随時税額,１期調定額,２期調定額,随
時調定額,現過区分,主たる業種名称,主たる業種略称,主業種区分,税額算出区分,税額算出名称,青白区分,青白名称,青白略称,配偶者
区分,配偶者名称,帳票出力区分,帳票出力名称,文書番号,調定番号,事跡取消区分,締日後取消日,国税取込日,国税種別,受付番号,
バッチ番号,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATKRAD0 234 国税取込マスタ
事務所名称,事務所略称,取込年月日,賦課連携年月日,課税番号,国税番号,事業年,データ受信開始日,データ受信終了日,ＣＳＶバー
ジョン,ファイル種別,申告区分,取込区分,異動年月日,局署番号,整理番号,バッチ番号,受付番号,台帳番号,税務署番号,税務署名,提出年
月日,利用者識別番号,氏名・名称カナ,氏名・名称,納税者所在地郵便番号,納税者所在地,納税者所在地屋号,納税者電話番号,性別
コード,生年月日,事業内容,職業,年分,事業年度（自）,事業年度（至）,課税期間（自）,課税期間（至）,申告の種類名称,青色区分,収・事業・
営業等,収・事業・農業,収・不動産,収・利子,収・配当,収・給与,収・雑・公的年金等,収・雑・その他,収・総合譲渡・短期,収・総合譲渡・長
期,収・一時,所・事業・営業等（特例）,所・事業・営業等,所・事業・農業（特例）,所・事業・農業,所・不動産（特例）,所・不動産,所・利子,所・
配当,所・給与,所・雑（特例）,所・雑,所・総合譲渡・一時,所・合計,課税される所得金額,上の（２６）に対する税額,配当控除,その他の税額
控除・名称,その他の税額控除・区分,その他の税額控除・控除額,住宅借入金等特別控除区分,住宅借入金等特別控除額,政党等寄附
金等特別控除区分,政党等寄附金等特別控除額,住宅耐震特別控除区分名,住宅特定特別税額控除区分名,認定長期特別税額控除区
分名,住宅耐震・区分,住宅耐震特別控除等控除額,電子証明書等特別控除,（免）表示,差引所得税額,災害減免額区分名,外国税額控
除区分名,災害減免額、外国税額控除,源泉徴収税額,申告納税額,予定納税額,第３期分の税額・納税金,第３期分の税額・還付税金,配
偶者の合計所得金額,専従者給与（控除）額の合計,青色申告特別控除額,雑一時所得等の源泉徴収合計額,未納付の源泉徴収税額,
本年分差引繰越損失額,事業非課税・所得金額,事業用資産の譲渡損失など,事業税他都道府県事務所等区分,専従者・氏名,専従者・
続柄,四表（二）・存在有無,五表（別表）・存在有無,青色決算付表・存在有無,準確定申告書・存在有無,予備ＮＯ,予備数値 ,予備文字 ,納
税者番号,振替口座情報,課税実績・事業年,課税実績・課税済区分,課税実績・青白区分 ,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年
月日

鉱区税サブシステム
ATMRAA0 361 鉱業権登録番号マスタ
事務所名称,事務所略称,登録番号,異動年月日,登録年月日,抹消年月日,期間満了日,課税番号,開始年月日,終了年月日,格納通番,ｉｄ
カード情報,処理年月日,更新年月日

ATMRAB0 362 鉱区マスタ
事務所名称,事務所略称,登録番号,課税番号,課税対象年度,課税年度,現過区分,現過区分名称,異動年月日,異動事由名称,入力年月
日,都道府県名称,試・採掘区分,試・採掘名称,鉱種区分,期間満了日,期間,当県面積,単位区分,他県名称,他県鉱区面積,税率,税率表示,
課税標準,減免区分,減免名称,減免額,確定税額,既確定税額,課税標準,税率,課税月数,課税区分,課税区分名称,賦課処理区分,賦課処
理名称,調定額,調定番号,調定年月日,法定納期限,災害時納期限,備考,通知年月日,共同鉱業権者人数,既課税月数,既課税標準,格納
通番,ｉｄカード情報,処理年月日,更新年月日



自動車二税サブシステム
RDB010 010 登録番号変更ＤＢ
登録番号区分,登録番号,検索登録番号区分,検索登録番号,当初登録番号区分,当初登録番号,最新登録番号区分,最新登録番号,次の
登録番号区分,次の登録番号,変更年月日,処理年月日

RDB020 020 登録ＤＢ
検索登録番号区分,車種コード,カナ文字,一連番号,予備,課税事務所コード,課税状態コード,税率,年月日,事由,発行日,発行事務所,発行
区分,差止区分,差止日,車台番号,申請年月日,車検有効年月日,初度登録年月,用途コード,前年・グリーン化区分,グリーン化区分,型式
指定番号,類別区分番号,形状コード,定員,排気量,積載量,車両重量,車両総重量,車両総重量２,車両の長さ,車両幅,車両高さ,燃料コード,
ハイブリッド車フラグ,塗色コード,排出ガス適合コード,型式コード,型式,種別コード,原動機型式,メーカコード,車名,低燃費車の識別,車名
コード,住所,氏名,納税義務者区分,車種区分,税率,翌年課税番号,翌年納税者番号,決定日,区分,業者コード,金融機関,預金種別,口座番
号,課税区分,課税標準額,税率,税額,事由区分,年月日,登録年月日,事由,年月日,グリーン化税制軽課対象区分,10・15モード情報,JC08
モード情報,バリアフリー車両ASV区分,10・15モード燃費値,JC08モード燃費値,改造車低排出ガス車情報,改造車等燃費算定番号,改造
車等燃費区分番号,身障減免受付区分,予備,処理年月日

RDB030 030 登録履歴ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,内訳番号,移転等年月日,異動事由,住所,氏名（漢字）,住所,氏名（漢字）,納税義務者区分,処理年月
日

RDB052 052 賦課（調定履歴）ＤＢ
検索登録番号区分,車種コード,カナ文字,番号,予備,相当年度,課税連番,内訳番号,処理年月,発生年月日,申告連番,増減区分,増額事由,
減額事由,課税年度,課税登録番号区分,課税登録番号,当初税額,変更前税額,調定増減額,変更後税額,調定件数,事由,年月日,現年・滞
繰区分,車種区分,税率,積載量,乗車定員,排気量,異動年月日,調定番号,納税者番号,課税番号,調定決議年月日,調定決議出力年月日,
調定作成年月日,事蹟取消区分,締日後取消日,納期限,文書番号,変更前課税状態決定日,変更前解体滅失年月日,変更前異動事由年
月日,変更前課税年度,変更前現年・滞繰区分,変更前課税登録番号区分,変更前課税登録番号,変更前納期限,変更前課税月,変更前
課税保留決定年月日,変更前課税復活年月日,変更前身障減免決定年月日,変更前身障減免取消年月日,変更前本税・当初調定額,変
更前本税・増減額累計,変更前本税・内軽減税額,変更前本税・調定累計額,変更前延滞金調定額,変更前滞納繰越・当初調定額,変更
前滞納繰越・当初収納額,変更前滞納繰越・現在調定額,変更前調定番号,変更前文書番号,変更前異動事由年月日,変更前課税年度,
変更前最終納付日（本税）,変更前最終納付日（全体）,変更前最終歳入日,変更前収納状況,証紙減額区分,証紙収入区分,現過区分,処
理年月日

RDB100 100 身障ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,取消区分,受付日,非同居理由,氏名（漢字）,生年月日,電話番号,住所,期限（１８歳）,身障区分コード,
使用目的コード,施設名,手帳区分コード,手帳番号,有期日付,次の判定年月,運転者,氏名（漢字）,続柄コード,非同居理由,生年月日,電話
番号,住所,免許有効期限,身障者（個人）,身障者（法人）,運転者（個人）,運転者（法人）,予備,処理年月日

RDB110 110 下取ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,入力登録番号区分,入力登録番号,納税義務者氏名,納税義務者住所,処理年月日

RDB120 120 中古会社ＤＢ
会社名,大口コード名,軽減可否,処理年月日

RDB130 130 一括保留ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,相当年度,課税年度,課税登録番号区分,課税登録番号,最新登録番号区分,最新登録番号,決定理由,
決定年月日,納期限,処理年月日

RDB150 150 大口ＤＢ
大口コード,大口名称,処理年月日

RDB170 170 中古商品ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,入力登録番号区分,入力登録番号,中古車販売業者名,異動事由,異動年月日,処理年月日

RDB190 190 分配完成ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,処理年月日時刻,相当年度,課税年度,分配テープ内容,年月,連番,カード区分,枝番,登録番号区分,登
録番号,登録年月日,納税義務者区分,生年月日,電話番号（自宅）,電話番号（勤務先）,方書等,納税義務者氏名カナ,課税状態,月割税額,
バス区分,月割区分,課税区分,課税標準額,税率,税額,事由区分,証紙代金収納額,マイナンバー（個人）,マイナンバー（法人）,異動事由,
住所名,番地等,方書等,郵便番号,氏名付き（カナ）,氏名付き（漢字）,氏名落ち（カナ）,氏名落ち（漢字）,定員,排気量,積載量,車両重量,車
種コード,税率,所有者名,延滞金,グリーン化区分,翌年・グリーン化区分,翌年・税率,低燃費車の識別,所有者リース区分,使用者リース区
分,納税義務者エラー区分,転入出時登録番号区分,転入出時登録番号,転入出時課税状態,納税者変更有無,納税者番号付与区分,自
事務所納税者マスタ有無区分,納税者番号,課税番号,予備,処理年月日

RDB200 200 申請課保ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,相当年度,課税年度,課税登録番号区分,課税登録番号,最新登録番号区分,最新登録番号,決定理由,
決定年月日,納期限,延滞金,処理年月日

RDB230 230 調定増減ＤＢ
検索登録番号区分,検索登録番号,相当年度,発生年月日,業務区分,増減区分,増額減額区分,課税年度,課税登録番号区分,課税登録番
号,納税義務者氏名,納税義務者住所,当初調定額,変更前,増減額,変更後,調定件数,異動年月日,増減区分,増額事由,減額事由,現年・
滞繰区分,車種区分,税率,積載量,乗車人数,排気量,処理年月日



RDB510 510 一括納付情報管理ＤＢ
納税者番号,連番,通知番号,氏名,氏名（カナ）,住所,検索登録番号・区分,検索登録番号,相当年度,課税年度,課税登録番号区分,課税登
録番号,税額,納付種別,納期限,課税番号,課税年度,期別,申告決議年月日,申告連番,収納情報取込年月日,納付年月日,歳入年月日,予
備年月日,収納番号,処理年月日

RDB530 530 普通車申告書ＤＢ
年月,連番,カード区分,枝番,登録番号,登録年月日,所有形態,方書,生年月日,電話番号,納税義務者氏名カナ,取得税事由区分,取得税課
税区分,取得税課税標準額（千円）,取得税税額（百円）,自動車税課税区分,自動車税税額（百円）,バス区分,月割区分,身障区分,取得価
格（百円）,証紙代金収納額（円）,個人,法人,予備,処理年月日

RDB570 570 自動車取得税ＤＢ
年月,連番,カード区分,検索登録番号,登録番号,登録年月日,取得税課税区分,自家用営業用区分,取得税車種コード,取得税申告事由
コード,新車中古車区分,取得価格サイン,取得価格,取得税課税標準額サイン,取得税課税標準額,取得税税率,取得税税額サイン,取得
税税額,取得税事由区分,件数サイン,件数,業務種別,異動事由,一部負担区分,処理年月日

不動産取得税サブシステム
ATFRAA0 131 賦課マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,課税連番,表示用課税連番,課税すべき年度,課税年度,納期限,通知書発付年月日,調定番号,文書番
号,共有者数,内失格者,土地税率,住宅部分税率,住宅以外税率,評価額,一団数,筆数,土地評価額,宅地評価特例控除額,土地特例控除
後評価額,土地課税対象,土地面積,土地控除件数,土地控除額合計,土地控除理由,土地控除理由名称,土地控除理由略称,土地控除額,
住宅一構数,住宅戸数,住宅棟数,住宅評価額,住宅課税対象額,住宅面積,住宅控除件数,住宅控除額合計,住宅控除理由,住宅控除理由
名称,住宅控除理由略称,住宅控除額,住宅特例控除件数,住宅特例控除額合計,住宅特例控除理由,住宅特例控除理由名称,住宅特例
控除理由略称,住宅特例控除額,住宅以外一構数,住宅以外戸数,住宅以外棟数,住宅以外評価額,住宅以外課税対象額,住宅以外面積,
住宅以外控除件数,住宅以外控除額合計,住宅以外控除理由,住宅以外控除理由名称,住宅以外控除理由略称,住宅以外控除額,土地
決定時の失格額,土地決定時の失格面積,住宅決定時の失格額,住宅決定時の失格面積,住宅以外決定時の失格額,住宅以外決定時
の失格面積,課税標準時の失格額,課税標準時の失格面積,土地課税標準額,住宅課税標準額,住宅以外課税標準額,土地税額,住宅税
額,住宅以外税額,土地減免等額計,住宅減免等額計,住宅以外減免等額計,土地課税額,住宅課税額,住宅以外課税額,土地課税額計,家
屋課税額計,土地家屋課税額計,前回土地課税標準額,前回住宅課税標準額,前回住宅以外課税標準額,前回土地税額,前回住宅税額,
前回住宅以外税額,前回土地減免等額計,前回住宅減免等額計,前回住宅以外減免等額計,前回土地課税額,前回住宅課税額,前回住
宅以外課税額,前回土地課税額計,前回家屋課税額計,前回土地家屋課税額計,申請年月日,決議予定日,決議年月日,申告処理,申告処
理名称,申告処理略称,差引土地課税標準額,差引住宅課税標準額,差引住宅以外土地課税標準額,差引土地税額,差引住宅税額,差引
住宅以外税額,差引土地減免等額計,差引住宅減免等額計,差引住宅以外減免等額計,差引土地課税額,差引住宅課税額,差引住宅以
外課税額,差引土地課税額計,差引家屋課税額計,差引土地家屋課税額計,今回調定額,土地減免時建築年月日,土地減免等事由,土地
減免等事由名称,土地減免等事由略称,土地減免等額,住宅減免等事由,住宅減免等事由名称,住宅減免等事由略称,住宅減免等額,住
宅以外減免等事由,住宅以外減免等事由名称,住宅以外減免等事由略称,住宅以外減免等額,減額事由,減額事由名称,減額事由略称,
減額額,調定サイン,事蹟取消区分,土地明細件数,家屋明細件数,対象賦課明細課税連番,一構件数,締日後取消日,格納通番,ＩＤカード
情報,処理年月日,更新年月日

ATFRAB0 132 共有者持分マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,納税者番号,納税者区分,納税者区分名称,土地持分（分子）,土地持分（分母）,家屋持分（分子）,家屋
持分（分母）,強制課税失格変更区分,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATFRAC0 133 徴収猶予マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,課税連番,表示用課税連番,徴収猶予連番,整理番号,申請年月日,決議年月日,徴収猶予事由,徴収
猶予事由名称,徴収猶予事由略称,始期,終期,徴収猶予額,取消整理番号,取消年月日,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATFRAF0 136 客体基本マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,不動産区分,不動産区分名称,取得区分,取得区分名称,取得区分略称,取得原因,取得原因名称,取
得年月日,建築年月日,地目,地目名称,地目略称,用途,用途名称,用途略称,建物構造,建物構造名称,建物構造略称,評価区分,評価区分
名称,評価区分略称,土地面積,住宅面積,住宅以外面積,筆数,住宅戸数,住宅棟数,住宅以外戸数,住宅以外棟数,土地持分評価額,住宅
持分評価額,住宅以外持分評価額,土地課税額計,家屋課税額計,地上階数,地下階数,再建築費評点数,家屋番号,地番,共有者数,内失
格者,事蹟取消区分,エラーサイン,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATFRAG0 137 賦課明細マスタ
事務所名称,事務所略称,課税番号,課税連番,明細区分,枝番,一団一構番号,取得年月日,用途・地目,用途・地目名称,用途・地目略称,明
細用途,明細用途名称,明細用途略称,面積・地積,建築年月日,建物構造,建物構造名称,建物構造略称,再建築費評点数,補正率,再建築
費評価額,控除・調整前評価額,物件持分（分子）,物件持分（分母）,控除前持分評価額,物件持分面積・地積,控除前免税点失格区分,控
除前免税点失格区分名称,控除・調整理由,控除・調整理由名称,控除・調整理由略称,控除・調整額,住宅特例控除理由,住宅特例控除
理由名称,住宅特例控除理由略称,住宅特例控除額,控除・調整額合計,控除後持分評価額,１㎡当評価額,控除後免税点失格区分,控除
後免税点失格区分名称,戸数,控除後持分評価額戸数計,所在地,地番,部屋番号,ブロック番号,ロット番号,売却区分,売却区分名称,売却
課税番号,事蹟取消区分,格納通番,ＩＤカード情報,処理年月日,更新年月日

ATLRAC0673狩猟税申告マスタ
事業所名称，事業所略称，課税番号，期別，申告連番，申告処理名称，申告処理略称，申告補助名称，申告決議年月日，調定番号，
課税すべき年度，課税年度，統計年月，調定年月日，通常税率，通常一銃所外税額，通常一銃所外件数，通常一銃所外調定額，通
常一銃所無税額，通常一銃所無件数，通常一銃所無調定額，通常綱猟所外税額，通常綱猟所外件数，通常綱猟所外調定額，通常
綱猟所無税額，通常綱猟所無件数，通常綱猟所無調定額，通常わな所外税額，通常わな所外件数，通常わな所外調定額，通常わな
所無税額，通常わな所無件数，通常わな所無調定額，通常二種銃税額，通常二種銃件数，通常二種銃調定額，通常件数合計，通常
調定額合計，軽減１／４税率，軽減１／４一銃所外税額，軽減１／４一銃所外件数，軽減１／４一銃所外調定額，軽減１／４一銃所無
税額，軽減１／４一銃所無件数，軽減１／４一銃所無調定額，軽減１／４綱猟所外税額，軽減１／４綱猟所外件数，軽減１／４綱猟所
外調定額，軽減１／４綱猟所無税額，軽減１／４綱猟所無件数，軽減１／４綱猟所無調定額，軽減１／４わな所外税額，軽減１／４わ
な所外件数，軽減１／４わな所外調定額，軽減１／４わな所無税額，軽減１／４わな所無件数，軽減１／４わな所無調定額，軽減１／４
二種銃税額，軽減１／４二種銃件数，軽減１／４二種銃調定額，軽減１／４件数合計，軽減１／４調定額合計，軽減３／４税率，軽減３
／４一銃所外税額，軽減３／４一銃所外件数，軽減３／４一銃所外調定額，軽減３／４一銃所無税額，軽減３／４一銃所無件数，軽減
３／４一銃所無調定額，軽減３／４綱猟所外税額，軽減３／４綱猟所外件数，軽減３／４綱猟所外調定額，軽減３／４綱猟所無税額，
軽減３／４綱猟所無件数，軽減３／４綱猟所無調定額，軽減３／４わな所外税額，軽減３／４わな所外件数，軽減３／４わな所外調定
額，軽減３／４わな所無税額，軽減３／４わな所無件数，軽減３／４わな所無調定額，軽減３／４二種銃税額，軽減３／４二種銃件数，
軽減３／４二種銃調定額，軽減３／４件数合計，軽減３／４調定額合計，軽減１／２税率，軽減１／２一銃所外税額，軽減１／２一銃所
外件数，軽減１／２一銃所外調定額，軽減１／２一銃所無税額，軽減１／２一銃所無件数，軽減１／２一銃所外無調定額，軽減１／２
綱猟所外税額，軽減１／２綱猟所外件数，軽減１／２綱猟所外調定額，軽減１／２綱猟所無税額，軽減１／２綱猟所無件数，軽減１／
２綱猟所無調定額，軽減１／２わな所外税額，軽減１／２わな所外件数，軽減１／２わな所外調定額，軽減１／２わな所無税額，軽減１
／２わな所無件数，軽減１／２わな所無調定額，軽減１／２二種銃税額，軽減１／２二種銃件数，軽減１／２二種銃調定額，軽減１／２
件数合計，軽減１／２調定額合計，合計件数，合計調定額，合計調定額旧年度累計，合計調定額過年度減額，還付先納税者番号，
還付先納税者編集後名称，還付先納税者編集後住所，格納通番，idカード情報，処理年月日，更新年月日



◆税務システム◆（令和５年１月から運用開始予定）
県税クラウドサービスデータベースファイル
○あて名ファイル
共通番号情報，納税者情報，口座情報，利用口座情報，課税あて名情報，気付送付先情報，税理士情報，送付文書情報，納税者管
理
情報，納税者補記情報，返戻情報，法人番号情報，名寄せ候補情報，名寄せ除外情報，名寄せ履歴情報
○収納ファイル
調定情報，法人県調定内訳情報，法人事調定内訳情報，仮収納情報，収納履歴情報，延滞金履歴情報，延滞金計算明細情報，調定
納税者情報，減額履歴情報，過誤納情報，充当情報，還付加算金情報，還付加算金計算明細情報，還付委任状情報，還付情報，還
付通知情報，延滞金決議情報，消込管理情報，日次統計情報，月次統計情報，歳入予算情報，更正内訳情報，口座振替情報，発行
管理情報，消込キー管理情報，収納訂正情報，申告納付未確情報，還付委任状通知書用情報，個人県民税収納データ情報，滞納繰
越履
歴情報，調定インタフェース情報
○滞納ファイル
滞納者情報，折衝履歴情報，滞納整理履歴情報，滞納処分情報，差押財産明細情報，分納明細情報，財産管理情報，換価財産配当
情報，換価財産充当情報，担当者割当条件情報，関連者情報情報，預金照会情報情報，預金照会顧客情報情報，預金照会担保等
情報情報，預金照会口座情報情報，預金照会取引履歴情報，月次統計自動車税事務所別収入状況情報
○業務共通ファイル
履歴管理情報，メモ管理情報，金融機関情報，住所情報，住所履歴情報，日付管理情報，郵便番号情報，要処理案件管理情報
○軽油引取税ファイル
流通事業者情報，プレプリント管理情報，プレプリント予定情報，軽油調定決議情報，事業者情報，事業所管理情報，申告書別表情
報，納入課税情報，納入課税エラー情報，納付課税情報
○県たばこ税ファイル
道府県たばこ税課税情報，たばこ事業者情報
○不動産取得税ファイル
賦課予定情報，不動産明細予定情報，不動産納税者予定情報，控除減額予定情報，前所有者予定情報，共同住宅予定情報，賦課
情
報，不動産明細情報，不動産納税者情報，控除減額情報，前所有者情報，共同住宅情報，徴収猶予情報，申告書情報，登録エラーリ
スト情報情報，再評価予定情報
○ゴルフ場利用税ファイル
未申告状況情報，課税情報，市町村交付金情報，施設情報，施設別交付金明細情報，特例税率期間明細情報，報償金情報
○法人二税ファイル
ランキング情報，仮装経理控除情報，加算金情報，外形標準課税別表情報，外国税額明細情報，繰越欠損金明細情報，減免情報，
国税申告決議情報，国税名簿情報，市町村分割明細情報，所得計算情報，租税条約控除情報，他事務所減額情報，他都道府県課
税標準通知情報，地方法人特別税情報，電子申告利用届出情報，分割基準情報，分割明細情報，法人情報，法人課税情報，法人県
民税情報，法人事業税情報，法人事業年度情報，利子割明細情報
○自動車二税ファイル
自動車二税申告書原本情報，自動車二税申告書エラー情報情報，軽自動車取得税申告書原本情報，軽自動車取得税申告書エラー
情報情報，分配データ原本情報，分配履歴情報，登録後分配データ情報，登録後分配データエラー情報情報，継続検査分配データ情
報，賦課予定情報，名寄せ候補情報，車両管理情報，自動車取得税申告情報，軽自動車取得税申告情報，環境性能割申告情報，軽
自動車税環境性能割申告情報，自動車税賦課情報，定期賦課帳票情報，一括納付納税者情報，一括納付対象車両情報，引抜管理
情報，課税換え管理情報，所有者管理情報，継続身障減免予定情報，商品中古車減免予定情報，一括課税保留予定情報，生活路
線バス減免予定情報，納税証明書発行管理情報，証明書番号管理情報，身障減免情報情報，基準額情報，突合用車両管理情報，
突合用自動車税賦課情報
○個人事業税ファイル
国税申告情報，賦課予定情報，賦課情報，個人事繰越欠損金明細情報，事業者付随情報，照会用国税申告情報
○鉱区税ファイル
鉱業権情報，賦課情報，賦課内訳情報，一括納付管理情報，鉱区調定決議情報，鉱区賦課決議情報
○狩猟税ファイル
狩猟税課税情報
○地方消費税ファイル
地方消費税課税情報
○利子割ファイル
特徴者情報，利子割課税情報，エラー申告情報，市町村別交付基準管理情報，利子割市町村交付金算定情報，利子割市町村別交
付額管理情報，特徴者履歴情報
○個人県民税ファイル
個人県民税課税情報，個人県民税滞納情報，個人県民税欠損情報，個人県民税徴収情報，個人県民税取扱費情報，個人県民税決
算見込情報
○配当割ファイル
特徴者情報，配当割課税情報，エラー申告情報，配当割市町村交付金算定情報，配当割市町村別交付額管理情報
○株式等譲渡所得割ファイル
特徴者情報，譲渡割課税情報，エラー申告情報，譲渡割市町村交付金算定情報，譲渡割市町村別交付額管理情報
○免税証ファイル
免税証明細情報，機器設備情報，算定交付数量情報，使用者証管理情報，使用者明細情報，消費状況情報，他府県発行分免税証
情報，販売業者情報，免税証管理情報


