（別添２）特定個人情報ファイル記録項目
（あて名マスタ）
あて名番号,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名・名称カナ,氏名・名称漢字,同一人名称漢字キー,組織区分コード,表示位置コード,検索用
通称名カナキー,検索用通称名漢字キー,通称名カナ,通称名漢字,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,
番地漢字,方書漢字,送付先名称漢字,送付先組織区分コード,送付先表示位置コード,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,送付先市町村コード,送付先町字コード,送付先丁目コード,送付先番地漢字,送付先方書漢字,代表者名,生年月日,検索用電話番号,電話
番号,管理税目－０４,管理税目－０５,管理税目－０６,管理税目－０７,管理税目－０８,管理税目－１０,管理税目－１１,管理税目－０６,管理税目
－０７,管理税目－０８,管理税目－１０,管理税目－１１,管理税目－１５,管理税目－１６,管理税目－１７,管理税目－２０,管理税目－２３,管理税
目－２４,管理税目－２５,管理税目－２６,管理税目－２７,管理税目－３０,管理税目－３２,管理事務所－０１,管理事務所－０２,管理事務所－０
３,管理事務所－０４,管理事務所－０６,履歴件数,販売店番号
（あて名履歴）
あて名番号,履歴通番,変更県税事務所コード,変更年月日,変更項目名,変更内容漢字,変更内容英数字

（マイナンバー管理マスタ）
マイナンバー,履歴通番,個人法人区分,氏名名称カナ,氏名名称漢字,氏名名称漢字桁あふれフラグ,組織区分コード,表示位置コード,郵便番号
１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,住所漢字,住所漢字桁あふれフラグ,外国人漢字名,外
国人漢字名桁あふれフラグ,外国人通称名,外国人通称名桁あふれフラグ,生年月日,死亡年月日,性別,納通表示有無フラグ,真正性確認済フラ
グ,変更前マイナンバー,変更後マイナンバー,統一利用者番号,登録年月日,変更年月日
（マイナンバー履歴）
マイナンバー管理マスタと同様のレイアウト
（あて名マイナンバー変換テーブル）
あて名番号,身体障害者等番号,使用者番号,マイナンバー,個人法人区分,真正性確認年月日

（あて名マイナンバー変換ワーク）
あて名番号,税目コード,納税者番号,マイナンバー,個人法人区分,登録番号,作成年月日,帳票番号,連番
（あて名住所管理テーブル）
あて名番号,通番,氏名名称漢字,組織区分コード,表示位置コード,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字
（あて名備考テーブル）
あて名番号,あて名備考,個人情報保護フラグ,個人情報保護事由

（共通納税者マスタ）
税目コード,納税者番号,県税事務所コード,あて名番号,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名・名称カナ,氏名・名称漢字,組織区分コード,表示
位置コード,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,還付先金融機関コード,還付先支
店コード,還付先預金種別,還付先口座番号,還付先口座名義,送付先フラグ,送付先名称カナ,送付先名称漢字,送付先組織区分コード,送付先
表示位置コード,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,送付先市町村コード,送付先町字コード,送付先丁目コード,送付
先番地漢字,送付先方書漢字,代表者名,生年月日,検索用電話番号,電話番号,履歴件数,特定納税者フラグ,メッセージ欄

（口座振替情報マスタ）
あて名番号,税目コード,口座連番,金融機関コード,支店コード,預金種別,口座番号,口座名義人,送付先名称カナ,送付先名称漢字,送付先組織
区分コード,送付先表示位置コード,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,送付先市町村コード,送付先町宇コード,送付
先丁目コード,送付先番地漢字,送付先方書漢字
（口座振替ワーク）
税目コード,納税者番号,期別,調定通番,県税事務所コード,あて名番号,金融機関コード,支店コード,預金種別,口座番号,口座名義人,振替済額,
振替結果コード,振替日,減額事由コード,備考,口振依頼時氏名名称カナ,口振依頼時氏名名称漢字,口振依頼時組織区分コード,口振依頼時表
示位置コード,口振依頼時都道府県コード,口振依頼時市町村コード,口振依頼時町字コード,口振依頼時丁目コード,口振依頼時番地漢字,口振
依頼時方書漢字

<<個人事業税>>
（調定トラン）
県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,税目コード,業種コード,従たる業種コード１,従たる業種コード２,兼業コード,青白
区分コード,有失区分コード,国自区分コード,減額理由コード,中途開廃業区分コード,分割区分コード,事業月数,対象調定通番,対象調定事由,国
税申告区分コード,国税申告年月日,事業専従者数,事業税専従者控除額,所得税専従者控除額,青色申告控除額,青色申告控除後所得額,所
得税所得営業,所得税所得他事業,所得税所得不動産,所得額第１種,所得額第２種,所得額第３種,所得額第３種助産婦等,事業主控除額,損失
繰越控除額,被災事業損失繰越控除額,譲渡損失控除額,譲渡損失繰越控除額,海外市場開拓準備等区分コード,海外市場準備金,非課税所得
コード,非課税所得額,分割総人数,分割本県人数,課税標準額第１種,課税標準額第２種,課税標準額第３種,課税標準額第３種助産婦等,税額
第１種,税額第２種,税額第３種,税額第３種助産婦等,減免課税免除コード,減免課税免除額,前回算出税額,前回期別税額,今回算出税額,今回
期別税額,所得年,調定年度,調定年月日,即時調定区分,賦課参考データ登録区分,調定区分,駐車場業所得金額,分割対象業種コード１,分割対
象総人数１,分割対象本県人数１,分割対象分割区分コード１,分割対象業種コード２,分割対象総人数２,分割対象本県人数２,分割対象分割区
分コード２,分割対象業種コード３,分割対象総人数３,分割対象本県人数３,分割対象分割区分コード３,減免取消区分,減免取消額,即時調定納
期限１,即時調定納期限２,Ｅ－ＴＡＸ区分,利用者識別番号,団体確認用コード,確定申告書区分,決裁区分

（納税者マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,税目コード,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名名称カナ,氏名名称漢字,履歴件数,税務署コード,所得税番
号,開業年月日,廃業年月日,送付先コード,営業所都道府県コード,営業所市町村コード,営業所町字コード,営業所丁目コード,営業所番地,営業
所方書,営業所電話番号,営業所郵便番号１,営業所郵便番号２,屋号,業種コード,従たる業種コード１,従たる業種コード２,兼業コード,国税業種
コード,主詳細業種名,従１詳細業種名,従２詳細業種名
（納税者情報マスタ）
県税事務所コード,個人番号,登録情報,課税情報,その他,登録情報２,課税情報２,その他２
（納税者賦課トラン）
所得年,県税事務所コード,個人番号,税務署コード,所得税番号,氏名名称漢字,氏名名称カナ,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目
コード,住所漢字,住所カナ,番地漢字,方書漢字,郵便番号１,郵便番号２,電話番号,屋号漢字,屋号カナ,業種コード,国税業種コード,従たる業種
コード１,従たる業種コード２,青白区分コード,事業月数,分割区分,有失区分,国自区分,事業税専従者控除額,所得税専従者控除額,青色申告控
除額,青色申告控除後所得額,所得税所得営業,所得税所得他事業,所得税所得不動産,所得額第１種,所得額第２種,所得額第３種,所得額第３
種助産婦等,事業主控除額,損失繰越控除額,登録年月日,納税者処理フラグ,賦課情報処理フラグ,賦課年度,申告区分,申告年月日,生年月日,
収入金情報営業,収入金情報他事業,収入金情報不動産,Ｅ－ＴＡＸ区分,利用者識別番号,団体確認用コード,確定申告書区分,国税職業漢字,事
業用資産譲渡損失控除額,マイナンバー,個人法人区分,性別

（納税者履歴）
県税事務所コード,個人番号,履歴通番,変更年月日,変更項目名,変更内容漢字,変更内容英数字
（賦課参考トラン）
県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,税目コード,参考納税者番号,参考県税事務所コード,参考税務署コード,参考所得
税番号,参考主業種コード,参考主業種名,参考主詳細業種名,参考不動産合否判定,参考不動産専従者数,参考不動産前年比較区分,貸地住
宅用件数,貸地住宅用面積,貸地住宅用収入金額,貸地住宅以外件数,貸地住宅以外面積,貸地住宅以外収入金額,貸家住宅用アパート等室
数,貸家住宅用アパート等面積,貸家住宅用アパート等収入金額,貸家住宅用一戸建て棟数,貸家住宅用一戸建て面積,貸家住宅用一戸建て収
入金額,貸家住宅以外貸しビル等室数,貸家住宅以外貸しビル等面積,貸家住宅以外貸しビル等収入金額,貸家住宅以外一戸建て棟数,貸家
住宅以外一戸建て面積,貸家住宅以外一戸建て収入金額,参考不動産貸付業収入合計額,参考不動産貸付業所得青申控除前,参考駐車場業
合否判定,参考駐車場業専従者数,参考駐車場業前年比較区分,青空駐車場区画有り台数,青空駐車場区画有り面積,青空駐車場区画有り収
入金額,青空駐車場区画無し可能台数,青空駐車場区画無し面積,青空駐車場区画無し収入金額,車庫駐車可能台数,車庫駐車面積,車庫駐車
収入金額,参考駐車場業収入合計額,参考駐車場業所得青申控除前,参考医業等合否判定,参考医業等専従者数,参考医業等前年比較区分,
参考医業等営業月数,参考医業等視覚障害区分,参考医業等措置法の有無,医業等社保診療収入金額,医業等社保診療所得青申控除前,医
業等自由診療等収入金額,医業等自由診療等所得青申控除前,121,参考医業等所得青申控除前合計額,参考請負業合否判定,参考請負業専
従者数,参考請負業前年比較区分,参考請負業合格理由コード,参考請負業失格理由コード,参考請負業収入金額,参考請負業所得青申控除
前合計額,参考請負業給与所得青申控除前,参考備考

<<不動産取得税>>
（不動産調定トラン）
県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,調定取消フラグ,土地全部減額済フラグ,家屋全部減額済フラグ,入力区分,全体
取得分評価額,全体免税点未満額,全体既控除額,全体今回控除額,全体既住宅控除額,全体今回住宅控除額,全体課税標準額,全体算出税額,
全体既税額減額,全体今回税額減額,全体確定税額,全体差引減額,土地情報, 土地税率, 土地取得分評価額, 土地免税点未満額,
土地既控除額, 土地今回控除額, 土地課税標準額, 土地算出税額, 土地既税額減額, 土地今回税額減額, 土地確定税額, 土
地差引減額, 土地控除減額事由１, 土地控除額１, 土地減額事由１, 土地控除税額減額１, 土地控除減額事由２, 土地控除額２,
土地減額事由２, 土地控除税額減額２, 土地控除減額事由３, 土地控除額３, 土地減額事由３, 土地控除税額減額３, 土地控除
減額事由４, 土地控除額４, 土地減額事由４, 土地控除税額減額４,家屋（住宅）情報, 住宅税率, 住宅取得分評価額, 住宅免税
点未満額, 住宅既控除額, 住宅今回控除額, 住宅既住宅控除額, 住宅今回住宅控除額, 住宅課税標準額, 住宅算出税額, 住
宅既税額減額, 住宅今回税額減額, 住宅確定税額, 住宅差引減額, 住宅控除減額事由１, 住宅控除額１, 住宅減額事由１, 住
宅控除税額減額１, 住宅控除減額事由２, 住宅控除額２, 住宅減額事由２, 住宅控除税額減額２, 住宅控除減額事由３, 住宅控
除額３, 住宅減額事由３, 住宅控除税額減額３, 住宅控除減額事由４, 住宅控除額４, 住宅減額事由４, 住宅控除税額減額４,家
屋（住宅外）情報, 住宅外税率, 住宅外取得分評価額, 住宅外免税点未満額, 住宅外既控除額, 住宅外今回控除額, 住宅外課
税標準額, 住宅外算出税額, 住宅外既税額減額, 住宅外今回税額減額, 住宅外確定税額, 住宅外差引減額, 住宅外控除減額
事由１, 住宅外控除額１, 住宅外減額事由１, 住宅外控除税額減額１, 住宅外控除減額事由２, 住宅外控除額２, 住宅外減額事
由２, 住宅外控除税額減額２, 住宅外控除減額事由３, 住宅外控除額３, 住宅外減額事由３, 住宅外控除税額減額３, 住宅外控
除減額事由４, 住宅外控除額４, 住宅外減額事由４, 住宅外控除税額減額４,事前減額フラグ,減額申請年月日,地積合計,住宅面積合
計,住宅以外面積合計

（不動産調定依頼マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,調定連番,調定事由,随時一括区分,前回調定予定日,今回調定予定日,前回納期限年月日,今回納期限年月日
（不動産調定ワーク）
県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,調定年度,調定年月日,前回調定年月日,納期限,既確定フラグ,調定取消フラグ,
土地全部減額済フラグ,家屋全部減額済フラグ,入力区分,全体取得分評価額,全体免税点未満額,全体既控除額,全体今回控除額,全体既住宅
控除額,全体今回住宅控除額,全体課税標準額,全体算出税額,全体既税額減額,全体今回税額減額,全体確定税額,全体差引減額,土地情報,
土地税率, 土地取得分評価額, 土地免税点未満額, 土地既控除額, 土地今回控除額, 土地課税標準額, 土地算出税額, 土地
既税額減額, 土地今回税額減額, 土地確定税額, 土地差引減額, 土地控除減額事由１, 土地控除額１, 土地減額事由１, 土地
控除税額減額１, 土地控除減額事由２, 土地控除額２, 土地減額事由２, 土地控除税額減額２, 土地控除減額事由３, 土地控除
額３, 土地減額事由３, 土地控除税額減額３, 土地控除減額事由４, 土地控除額４, 土地減額事由４, 土地控除税額減額４,住宅
情報, 住宅税率, 住宅取得分評価額, 住宅免税点未満額, 住宅既控除額, 住宅今回控除額, 住宅既住宅控除額, 住宅今回住
宅控除額, 住宅課税標準額, 住宅算出税額, 住宅既税額減額, 住宅今回税額減額, 住宅確定税額, 住宅差引減額, 住宅控除
減額事由１, 住宅控除額１, 住宅減額事由１, 住宅控除税額減額１, 住宅控除減額事由２, 住宅控除額２, 住宅減額事由２, 住
宅控除税額減額２, 住宅控除減額事由３, 住宅控除額３, 住宅減額事由３, 住宅控除税額減額３, 住宅控除減額事由４, 住宅控
除額４, 住宅減額事由４, 住宅控除税額減額４,住宅外情報, 住宅外税率, 住宅外取得分評価額, 住宅外免税点未満額, 住宅外
既控除額, 住宅外今回控除額, 住宅外課税標準額, 住宅外算出税額, 住宅外既税額減額, 住宅外今回税額減額, 住宅外確定
税額, 住宅外差引減額, 住宅外控除減額事由１, 住宅外控除額１, 住宅外減額事由１, 住宅外控除税額減額１, 住宅外控除減
額事由２, 住宅外控除額２, 住宅外減額事由２, 住宅外控除税額減額２, 住宅外控除減額事由３, 住宅外控除額３, 住宅外減額
事由３, 住宅外控除税額減額３, 住宅外控除減額事由４, 住宅外控除額４, 住宅外減額事由４, 住宅外控除税額減額４,事前減額フ
ラグ,減額申請年月日,地積合計,住宅面積合計,住宅以外面積合計,強制修正先通番

（不動産納税者マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,取得区分,取得者区分,持分分子,持分分母,登録年月日,県評価分市町村通知書送付区分,同人寄せチェック区
分,中間登記送付区分,申告書はがき送付区分,大口お知らせ通知書送付区分,連帯義務番号,前所有者氏名漢字,資料収集用備考,調定トラン
件数,調定ワーク件数,調定計算済フラグ,登録区分,共有者数,納通再発行フラグ,提出期限,課税台帳送付区分,資料ＮＯ,旧納税通知書番号
（不動産納税者ワーク）
県税事務所コード,納税者番号,氏名名称カナ,氏名名称漢字,組織区分コード,表示位置コード,郵便番号1,郵便番号2,都道府県コード,市町村
コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,取得区分,取得者区分,持分分子,持分分母,連帯義務番号,前所有者氏名漢字,資料収集用備
考,共有者数,修正済みフラグ,氏名エラーフラグ,住所エラーフラグ,住所具体名,資料ＮＯ,共通番号（個人番号）,個人法人区分

（不動産納税者履歴マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,履歴通番,あて名番号,税目コード,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名名称カナ,氏名名称漢字,組織区分
コード,表示位置コード,郵便番号1,郵便番号2,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,生年月日,検索用電話
番号,電話番号,還付先金融機関コード,還付先支店コード,還付先預金種別,還付先口座番号,還付先口座名義,送付先フラグ,送付先名称カナ,
送付先名称漢字,送付先組織区分コード,送付先表示位置コード,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,送付先市町村
コード,送付先町字コード,送付先丁目コード,送付先番地漢字,送付先方書漢字,代表者名,履歴件数,特定納税者フラグ,メッセージ欄,取得区分,
取得者区分,持分分子,持分分母,登録年月日,県評価分市町村通知書送付区分,同人寄せチェック区分,中間登記送付区分,申告書はがき送付
区分,大口お知らせ通知書送付区分,連帯義務番号,前所有者氏名漢字,資料収集用備考,調定トラン件数,調定ワーク件数,調定計算済フラグ,
登録区分,共有者数,納通再発行フラグ,提出期限,課税台帳送付区分,資料ＮＯ,旧納税通知書番号
（不動産物件マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,物件連番,土地家屋区分,調査年月日,取得原因,登記番号,登記年月日,取得年月日,新築年月日,地目コード,実
調承継家屋用途コード,準拠家屋用途コード,承継家屋構造コード,原始家屋構造コード,家屋屋根コード,地上階数,地下階数,地積,延床面積,一
階床面積,住宅部面積,既存部面積,物件所在地コード,物件所在地,物件具体名,再建築費評点数,評点一点単価,調整率,補正率１,補正率２,固
定資産評価額,土地評価額,住宅部評価額,住宅部外評価額,土地平方メートル単価,家屋平方メートル単価,転用許可年月日,物件持分分子,物
件持分分母,家屋番号,登記所番号,住宅区分,受付番号,受付年月日,棟番号,戸数,共同住宅専有面積１,共同住宅共有面積１,共同住宅区分１,
共同住宅区画数１,共同住宅専有面積２,共同住宅共有面積２,共同住宅区分２,共同住宅区画数２,共同住宅専有面積３,共同住宅共有面積３,
共同住宅区分３,共同住宅区画数３,共同住宅専有面積４,共同住宅共有面積４,共同住宅区分４,共同住宅区画数４,共同住宅専有面積５,共同
住宅共有面積５,共同住宅区分５,共同住宅区画数５,共同住宅専有面積６,共同住宅共有面積６,共同住宅区分６,共同住宅区画数６,共同住宅
専有面積７,共同住宅共有面積７,共同住宅区分７,共同住宅区画数７,共同住宅専有面積８,共同住宅共有面積８,共同住宅区分８,共同住宅区
画数８,共同住宅専有面積９,共同住宅共有面積９,共同住宅区分９,共同住宅区画数９,共同住宅専有面積１０,共同住宅共有面積１０,共同住宅
区分１０,共同住宅区画数１０,共同住宅専有部分面積合計,共同住宅共有部分面積合計

（不動産物件ワーク）
県税事務所コード,納税者番号,物件ワーク連番,土地家屋区分,和暦調査年月日,取得原因,登記番号,和暦登記年月日,和暦取得年月日,和暦
新築年月日,地目コード,実調承継家屋用途コード,準拠家屋用途コード,承継家屋構造コード,原始家屋構造コード,家屋屋根コード,地上階数,地
下階数,地積,延床面積,一階床面積,住宅部面積,既存部面積,物件所在地コード,物件所在地,物件具体名,再建築費評点数,評点一点単価,調整
率,補正率１,補正率２,固定資産評価額,土地部評価額,住宅部評価額,住宅部外評価額,土地平方メートル単価,家屋平方メートル単価,和暦転
用許可年月日,物件持分分子,物件持分分母,家屋番号,登記所番号,修正済みフラグ,住宅区分,受付番号,受付年月日,棟番号,戸数,共同住宅
専有面積１,共同住宅共有面積１,共同住宅区分１,共同住宅区画数１,共同住宅専有面積２,共同住宅共有面積２,共同住宅区分２,共同住宅区
画数２,共同住宅専有面積３,共同住宅共有面積３,共同住宅区分３,共同住宅区画数３,共同住宅専有面積４,共同住宅共有面積４,共同住宅区
分４,共同住宅区画数４,共同住宅専有面積５,共同住宅共有面積５,共同住宅区分５,共同住宅区画数５,共同住宅専有面積６,共同住宅共有面
積６,共同住宅区分６,共同住宅区画数６,共同住宅専有面積７,共同住宅共有面積７,共同住宅区分７,共同住宅区画数７,共同住宅専有面積８,
共同住宅共有面積８,共同住宅区分８,共同住宅区画数８,共同住宅専有面積９,共同住宅共有面積９,共同住宅区分９,共同住宅区画数９,共同
住宅専有面積１０,共同住宅共有面積１０,共同住宅区分１０,共同住宅区画数１０,共同住宅専有部分面積合計,共同住宅共有部分面積合計

<<自動車税>>
（自動車車両マスタ）
車両番号,車両番号通番,納税者番号,納税者履歴通番,登録番号,登録番号画面,作成区分コード,登録区分コード,登録年月日,当初登録年月
日,基準車台番号,基準登録番号,納税義務者コード,所使不同一フラグ,所有権解除年月日,転出抹消コード,転出抹消年月日,営自区分コード,
税率判定ナンバー,自動車税税率コード,翌年度税率コード,車検有効期限,定置場住所コード,減額事由コード,自軽区分コード,低燃費区分コー
ド,グリーン化特例コード,翌年度グリーン化特例コード,年度年,登録対応年月日,賦課情報変更年月日,自動車税課税コード,翌年度課税コード,
自税課税区分適用年月,バス区分,自動車税標準税率,翌年度自動車税標準税率,自動車税月割月数,自動車税年税率,積雪軽減コード,取得
税課税コード,取得税課税標準額,取得税税率コード,取得税税率,所有者氏名カナ,所有者氏名漢字,所有者組織区分コード,所有者表示位置
コード,所有者郵便番号,所有者住所コード,所有者番地,所有者方書,使用者氏名カナ,使用者氏名漢字,使用者組織区分コード,使用者表示位
置コード,使用者郵便番号,使用者住所コード,使用者番地,使用者方書,業務種別コード,処理年月日,時刻,登録番号Ａ,登録番号Ｂ,車台番号Ａ,
車台番号Ｂ,申請年月日,有効期間満了日,初度登録年月,用途コードＡ,用途コードＢ,型式指定番号,類別区分番号,形状コード,定員区分,定員１,
定員２,排気量種別,排気量,実際の排気量,積載量１,積載量２,車両重量,車両長さ,車両幅,車両高さ,燃料コード,塗色コード,排出ガス適合コード,
型式コード,型式,原動機型式識別コード,原動機型式,所有者コード,メーカー

コード,車名,更新ビット（Ａ）,更新ビット（Ｂ）,更新ビット（Ｃ）,更新ビット（Ｄ）,状態ビット（Ａ）,状態ビット（Ｂ）,状態ビット（Ｃ）,状態ビット（Ｄ）,状態ビット
（Ｅ）,状態ビット（Ｆ）,車名コード,法人普通名詞修正済みフラグ,グリーン化税制軽課対象区分,字書ファイル突合エラーフラグ,改造車の前類別
区分番号,後日修正先履歴通番,申告ー申告年月日,申告ーＯＣＲ装置番号,申告ーＯＣＲ通過番号,申告ー突合年月日,申告ー登録番号,申
告ー登録番号通番,申告ー申告区分コード,申告ー取得原因コード,申告ー自動車税課税区分コード,申告ー取得税課税区分コード,申告ー登録
年月日,申告ー方書,申告ー生年月日,申告ー電話番号,申告ー営自区分コード,申告ー取得価格ー車両本体,申告ー取得価格ー付加物,申告ー
課税標準額,申告ー取得税ー税率,申告ー取得税ー税額,申告ー低燃費車特例コード,申告ー低公害車特例コード,申告ー自動車税ー月割月
数,申告ー自動車税ー税額,申告ー税額の合計,申告ーグリーン化特例コード,申告ー取得前の用途コード,申告ー所有形態コード,申告ー自動
車税課税コード,申告ー取得税課税コード,申告ー自動車税税率コード,申告ー納税義務者コード,申告ーカードナンバー,申告ー取得税税率
コード,申告ー当初申告年月日,申告ー当初通番,申告ー延滞金証紙収入額,申告ーＯＣＲフラグ,申告ー項目エラーフラグ,身体障害者等番号,
身障減免申請年月日,随時課税対象年月日,随時課税対象フラグ,販売店番号

（自動車車両履歴マスタ）
自動車車両マスタと同様のレイアウト
（自動車納税者マスタ）
納税者番号,登録番号,登録番号画面,納税義務者コード,還付口座振替フラグ,市町村県税コード,身体障害者等番号,作成区分コード,登録区分
コード,登録年月日,随時課税対象年月日,職権抹消フラグ,入力県税事務所コード,納税証明書発行禁止入力県税,納税証明書発行禁止コード,
口座振替フラグ
（自動車納税者履歴マスタ）
ファイル識別コード,取消フラグ,登録タイムスタンプ,更新タイムスタンプ,オペレータＩＤ,更新プログラムＩＤ,前回更新プログラムＩＤ,前々回更新プ
ログラムＩＤ,税目コード,納税者番号,履歴通番,県税事務所コード,あて名番号,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名・名称カナ,氏名・名称漢
字,組織区分コード,表示位置コード,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,還付先金
融機関コード,還付先支店コード,還付先預金種別,還付先口座番号,還付先口座名義,送付先フラグ,送付先名称カナ,送付先名称漢字,送付先
組織区分コード,送付先表示位置コード,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,送付先市町村コード,送付先町宇コード,
送付先丁目コード,送付先番地漢字,送付先方書漢字,代表者名,生年月日,検索用電話番号,電話番号,特定納税者フラグ,メッセージ欄,登録番
号,登録番号画面,納税義務者コード,還付口座振替フラグ,市町村県税コード,身体障害者等番号,作成区分コード,登録区分コード,登録年月日,
随時課税対象年月日,職権抹消フラグ,入力県税事務所コード,納税証明書発行禁止入力県税,納税証明書発行禁止コード,口座振替フラグ

（自動車身体障害者等マスタ）
身体障害者等番号,申請年月日,身障番号削除フラグ,車両番号,登録番号,登録番号画面,登録番号有効フラグ,手帳区分コード,手帳交付番号,
手帳交付年月日,障害等級コード,手帳等級コード,障害名コード,使用目的コード,運転区分コード,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名名称カ
ナ,氏名名称漢字,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,生年月日,電話番号,継続申
請対象年度,継続申請登録番号,継続申請書発付フラグ,継続申請書発付回数,継続申請書回答フラグ,継続申請承認フラグ,身障減免取消理
由コード,バーコード,調査区分,決定書発付フラグ

（自動車申告書軽以外トラン）
申告年月日,ＯＣＲ装置番号,ＯＣＲ通過番号,突合年月日,証紙収納計器日計ーＸ,証紙収納計器日計ー９,登録番号,登録番号通番,申告区分
コードーＸ,取得原因コードーＸ,取得原因コードー９,自動車税課税区分コードーＸ,自動車税課税区分コードー９,取得税課税区分コードーＸ,取
得税課税区分コードー９,旧登録番号ーＸ,登録年月日ーＸ,登録年月日ー９,方書,生年月日ーＸ,生年月日ー９,電話番号,営自区分コードーＸ,営
自区分コード－９,取得価格ー車両本体ーＸ,取得価格ー車両本体－９,取得価格ー付加物ーＸ,取得価格ー付加物－９,課税標準額ーＸ,課税標
準額－９,取得税ー税率ーＸ,取得税ー税率ー９,取得税ー税額ーＸ,取得税ー税額－９,低燃費車特例コードーＸ,低燃費車特例コード－９,低公害
車特例コードーＸ,低公害車特例コード－９,自動車税月割月数ーＸ,自動車税月割月数－９,自動車税ー税額ーＸ,自動車税ー税額－９,税額の
合計ーＸ,税額の合計－９,グリーン化特例コードーＸ,取得前の用途コードーＸ,取得前の用途コード－９,所有形態コードーＸ,所有形態コード－
９,自動車税課税コードーＸ,自動車税課税コード－９,取得税課税コードーＸ,取得税課税コード－９,自動車税税率コードーＸ,自動車税税率コー
ド－９,納税義務者コードーＸ,納税義務者コード－９,カードナンバーーＸ,カードナンバーー９,マイナンバー,個人法人区分,取得税税率コード,当
初申告年月日,当初通番,延滞金証紙収入額,証紙未納額,ＯＣＲフラグ,項目エラーフラグ,項目エラー税目コード,項目エラーコード１,項目エラー
コード２,項目エラーコード３,項目エラーコード４,申告書チェック済フラグ,集計表作成済フラグ,突合エラーフラグー分配,突合エラーフラグー身
障,日計一致後削除フラグ,分配ー処理年月日,分配ー分配連番

（自動車申告書軽四トラン）
ＯＣＲ装置番号,ＯＣＲ通過番号,突合年月日,証紙収納計器日計ーＸ,証紙収納計器日計ー９,登録番号,登録番号通番,申告区分コードーＸ,取得
原因コードーＸ,取得原因コードー９,取得税課税区分コードーＸ,取得税課税区分コードー９,旧登録番号ーＸ,登録年月日ーＸ,登録年月日ー９,取
得価格ー車両本体ーＸ,取得価格ー車両本体－９,取得価格ー付加物ーＸ,取得価格ー付加物－９,課税標準額ーＸ,課税標準額－９,取得税ー
税率ーＸ,取得税ー税率ー９,取得税ー税額ーＸ,取得税ー税額－９,低燃費車特例コードーＸ,低燃費車特例コード－９,低公害車特例コードーＸ,
低公害車特例コード－９,税額の合計ーＸ,税額の合計－９,所有形態コードーＸ,所有形態コード－９,取得税課税コードーＸ,取得税課税コード－
９,取得税税率コード,カードナンバーーＸ,カードナンバーー９,当初申告年月日,当初通番,延滞金証紙収入額,日計一致＿取得税納付税額,証紙
未納額,ＯＣＲフラグ,項目エラーフラグ,日計チェック済フラグ,日計一致後削除フラグ,

（自動車分配トラン）
処理年月日,分配連番,登録番号,登録番号通番,作成区分コード,登録区分コード,業務種別コード,処理時刻,処理時刻Ｍ秒,登録番号Ａ,登録番
号Ｂ,車台番号Ａ,車台番号Ｂ,申請年月日,有効期間満了年月日,初度登録年月,用途コードＡ,用途コードＢ,諸元型式指定番号コード,諸元類別
区分番号コード,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,車両長さ,車両幅,車両高さ,燃
料コード,塗色コード,排出ガス適合コード,型式コード,型式,原動機型式識別コード,原動機型式,所有者コード,使用の本拠都道府県コード,使用
の本拠市郡区コード,使用の本拠町大字コード,使用の本拠小字コード,使用の本拠丁目,使用の本拠番地,所有者住所都道府県コード,所有者
住所市町村コード,所有者住所町字コード,所有者住所丁目コード,所有者住所番地,所有者住所カナ桁数,所有者住所具体名カナ,所有者氏名
カナ桁数,所有者氏名具体名カナ,使用者住所都道府県コード,使用者住所市町村コード,使用者住所町字コード,使用者住所丁目コード,使用者
住所番地,使用者住所カナ桁数,使用者住所具体名カナ,使用者氏名カナ桁数,使用者氏名具体名カナ,メーカーコード,車名,更新ビットＡ,更新
ビットＢ,更新ビットＣ,更新ビットＤ,状態ビットＡ,状態ビットＢ,状態ビットＣ,状態ビットＤ,状態ビットＥ,状態ビットＦ,所有者住所漢字桁数,所有者住
所具体名漢字,所有者氏名漢字桁数,所有者氏名具体名漢字,使用者住所漢字桁数,使用者住所具体名漢字,使用者氏名漢字桁数,使用者氏
名具体名漢字,車名コード,改造車の前類別区分番号,法人普通名詞修正済みフラグ,グリーン化税制軽課対象区分,字書ファイル突合エラーフ
ラグ,キー登録番号,キー申請年月日,キー車台番号下３桁,キー同日通番,キー時刻,車両番号,納税者番号,基準車台番号,基準登録番号,最新
登録番号,翻訳登録番号Ａ,翻訳登録番号Ｂ,納税義務者コード,所使不同一フラグ,所有権解除年月日,転出抹消コード,転出抹消年月日,営自区
分コード,自動車税税率コード,減額事由コード,自軽区分コード,グリーン化特例コード,低燃費区分コード,税率判定ナンバー,自動車税課税コー
ド,翌年度課税コード,自動車税標準税率,取得税課税コード,取得税課税標準額,取得税税率コード,所有者県税事務所コード,所有者郵便番号,
所有者氏名カナ,所有者氏名漢字,所有者組織区分コード,所有者表示位置コード,所有者番地カナ,所有者番地漢字,所有者方書カナ,所有者方
書漢字,所有者電話番号,使用者県税事務所コード,使用者郵便番号,使用者氏名カナ,使用者氏名漢字,使用者組織区分コード,使用者表示位
置コード,使用者番地カナ,使用者番地漢字,使用者方書カナ,使用者方書漢字,使用者電話番号,本拠ー郵便番号,本拠ー自治省都道府県コー
ド,本拠ー自治省市町村コード,本拠ー自治省町字コード,本拠ー自治省丁目コード,所有者住所番地カナ翻訳,所有者氏名カナ翻訳,使用者住
所番地カナ翻訳,使用者氏名カナ翻訳,後日修正先区分コード,

後日修正先登録番号,後日修正先分配通番,後日修正先履歴通番,分配エラー税目コード,分配エラーコード１,分配エラーコード２,分配エラー
コード３,分配エラーコード４,分配エラーコード５,申告ー申告年月日,申告ーＯＣＲ装置番号,申告ーＯＣＲ通過番号,申告ー突合年月日,申告ー証
紙収納計器日計,申告ー登録番号,申告ー登録番号通番,申告ー申告区分コード,申告ー取得原因コード,申告ー自動車税課税区分コード,申
告ー取得税課税区分コード,申告ー登録年月日,申告ー方書,申告ー生年月日,申告ー電話番号,申告ー営自区分コード,申告ー取得価格ー車
両本体,申告ー取得価格ー付加物,申告ー課税標準額,申告ー取得税ー税率,申告ー取得税ー税額,申告ー低燃費車特例コード,申告ー低公害
車特例コード,申告ー自動車税月割月数,申告ー自動車税ー税額,申告ー税額の合計,申告ー取得前の用途コード,申告ー所有形態コード,申
告ー自動車税課税コード,申告ー取得税課税コード,申告ー自動車税税率コード,申告ー納税義務者コード,申告ーカードナンバー,申告ー当初
申告年月日,申告ー当初通番,申告ー証紙未納額,申告ーＯＣＲフラグ,申告ー項目エラーフラグ,申告ー項目エラー税目コード,申告ー項目エ
ラーコード１,申告ー項目エラーコード２,申告ー項目エラーコード３,申告ー項目エラーコード４,申告ー申告書チェック済フラグ,申告ー集計表作
成済フラグ,申告ー突合エラーフラグー分配,申告ー突合エラーフラグー身障,申告ー日計一致後削除フラグ
区分コード,申告ー取得原因コード,申告ー自動車税課税区分コード,申告ー取得税課税区分コード,申告ー登録年月日,申告ー方書,申告ー生
年月日,申告ー電話番号,申告ー営自区分コード,申告ー取得価格ー車両本体,申告ー取得価格ー付加物,申告ー課税標準額,申告ー取得税ー
税率,申告ー取得税ー税額,申告ー低燃費車特例コード,申告ー低公害車特例コード,申告ー自動車税月割月数,申告ー自動車税ー税額,申
告ー税額の合計,申告ー取得前の用途コード,申告ー所有形態コード,申告ー自動車税課税コード,申告ー取得税課税コード,申告ー自動車税税
率コード,申告ー納税義務者コード,申告ーカードナンバー,申告ー当初申告年月日,申告ー当初通番,申告ー証紙未納額,申告ーＯＣＲフラグ,申
告ー項目エラーフラグ,申告ー項目エラー税目コード,申告ー項目エラーコード１,申告ー項目エラーコード２,申告ー項目エラーコード３,申告ー項
目エラーコード４,申告ー申告書チェック済フラグ,申告ー集計表作成済フラグ,申告ー突合エラーフラグー分配,申告ー突合エラーフラグー身障,
申告ー日計一致後削除フラグ

（自動車調定トラン）
納税者番号,期別,調定通番,税目コード,登録番号,登録番号画面,車両番号,車両番号通番,作成年月日,自動車税課税コード,賦課コード,調定事
由コード,減額事由コード,作成区分コード,登録区分コード,登録年月日,随時課税対象年月日,増額月割月数,減額月割月数,減額対象年税額,減
額月割課税額,取消減額調定フラグ,取消減額事由コード,予納区分コード,更正決定区分コード,更正年月日,車検有効期限,徴収区分コード,証
紙未納フラグ,証紙未納額,現年課税保留額,課税保留区分コード,課税保留処理年月日,課税保留判定基準区分コード,課税保留経緯コード,課
税保留判定基準年月日,課税保留調査年月日,課税保留調査者氏及び職名,課税保留所有者の所在等コード,課税保留使用者の所在等コー
ド,課税保留自動車の所在コード,課税保留残債有無フラグ,課税保留事由発生年月日,課税保留判定資料コード,,課税保留その他資料コード,
課税保留前月末調定額,課税保留訂正後調定額,課税保留決裁日,課税復活基準年月日,課税復活事由,申告ー申告年月日,申告ーＯＣＲ装置
番号,申告ーＯＣＲ通過番号,申告ー登録番号通番,申告ー申告区分コード,申告ー取得原因コード,申告ー自動車税課税区分コード,申告ー取得
税課税区分コード,申告ー登録年月日,申告ー営自区分コード,申告ー取得価格ー車両本体,申告ー取得価格ー付加物,申告ー課税標準額,申
告ー取得税ー税率,申告ー取得税ー税額,申告ー低燃費車特例コード,申告ー低公害車特例コード,申告ー自動車税ー税額,申告ー税額の合
計,申告ー取得前の用途コード,申告ー所有形態コード,申告ー自動車税課税コード,申告ー取得税課税コード,申告ー自動車税税率コード,申
告ー当初申告年月日,申告ー当初通番,申告ー延滞金証紙収入額,自動車税標準税率,自動車税年税率,自動車税月割月数,積雪軽減コード,
自動車税年税額,取得税課税コード,取得税課税標準額,取得税税率コード,取得税税率,取得税納付税額,自軽区分コード,営自区分コード,税率
判定ナンバー,グリーン化特例コード,低燃費区分コード,自動車税税率コード,新中区分コード,車名,車台番号,燃料コード,排出ガス適合コード,
所有者コード,後日修正先履歴通番,市町村県税コード,過少申告加算金通常分対象税額,過少申告加算金通常分割合,過少申告加算金加重
分対象税額,過少申告加算金加重分割合,不申告加算金対象税額,不申告加算金割合,重加算金対象税額,重加算割合,定期賦課あて名番号,
定期賦課大口コード,定期賦課口振コード,定期賦課一連番号,=K11,身障減免年度,身障減免申請年月日

（自動車予納トラン）
車両番号,車両番号通番,登録番号,納税者番号,予納区分コード,抜取エラーフラグ,入力県税事務所コード,予納納付年月日,予納転出抹消年
月日
（自動車用途減免トラン）
車両番号,車両番号通番,県税事務所コード,県税事務所一連番号,登録番号,納税者番号,用途減免申請区分コード,承認フラグ,入力県税事務
所コード

（自動車統計自動車税マスタ）
年月,賦課コード,納税者番号,期別,調定通番,車両番号,車両番号通番,県税事務所コード,自動車税集計コード,調定事由コード,営自区分コード,
税率判定ナンバー,自動車税税率コード,減額事由コード,自動車税課税コード,徴収区分コード,登録区分コード,業務種別コード,燃料コード,グ
リーン化特例コード,登録番号,自動車税標準税率,積雪軽減コード,自動車税年税率,自動車税月割月数,身体障害者等整理番号,手帳等級コー
ド,障害名コード,運転区分コード,手帳区分コード,減免集計区分,調定件数ー全額,調定件数ー一部増減,調定税額,グリーン化税制軽課対象区
分,本税歳出還付減額額
（自動車統計取得税マスタ）
年月,納税者番号,期別,調定通番,自軽区分コード,車両番号,車両番号通番,県税事務所コード,低燃費区分コード,取得税税率コード,営自区分
コード,新中区分コード,取得税集計コード,取得税課税コード,登録区分コード,業務種別コード,グリーン化特例コード,登録番号,身体障害者等整
理番号,手帳等級コード,障害名コード,運転区分コード,手帳区分コード,調定件数,調定税額,課税標準額,過少申告加算金,不申告加算金,重加
算金,外国車コード,調定事由コード,減額事由コード,徴収区分コード,法定納期限,指定納期限
（自動車職権抹消トラン）
職権抹消一連番号,車両番号,納税者番号,登録番号,車台番号,所有者氏名漢字,所有者組織区分コード,所有者表示位置コード,所有者郵便番
号,所有者住所コード,所有者番地,所有者方書,職権抹消確定フラグ

（自動車取得税課税標準額テーブル）
データ区分コード,登録番号,メーカーコード,車種区分,具体名１コード,認定型式,類別区分番号,課税標準基準額,中古車用グルーピング時基準
額,自家用税額１,自家用税額２,自家用税額３,営業用税額１,営業用税額２,営業用税額３,一覧表ページ,メーカー名称,車名具体名１,車名具体
名２ー１,車名具体名２－２,仕様１,仕様２,仕様３,仕様４,仕様５,備考１－１,備考１－２,備考２,備考３,自家用耐用年数,営業用耐用年数,排気量,
積載量ー定量又は最小,積載量ー最大,定員ー大人,定員ー小人,社内型式,センター予約領域１,センター予約領域２,センター予約領域３,セン
ター予約領域４,低燃費軽減課税標準基準額,低燃費軽減税額ー自家用,低燃費軽減税額ー営業用
（自動車商品中古車トラン）
車両番号,車両番号通番,納税者番号,あて名番号,登録番号,編集フラグ,承認フラグ,申請フラグ,車台番号
（自動車口座引渡トラン）
納税者番号,送付先名称カナ,送付先名称漢字,送付先組織区分コード,送付先表示位置コード,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,送付先市町村コード,送付先町字コード,送付先丁目コード,送付先番地漢字,送付先方書漢字

（自動車一括納付者マスタ）
あて名番号,入力県税事務所コード,登録年月日,削除年月日
（自動車一括納付車両トラン）
あて名番号,車両番号,車両番号通番,登録番号,車台番号,納税義務者コード,納税者番号,定期賦課一括納付コード,定期賦課一連番号,現年当
初調定額,法定納期限,一括納付済フラグ,領収年月日
<<免税軽油>>
（免軽機械マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,連番,機械連番,所在地,機械名称,所有者,型式,軸馬力,燃焼方式コード,燃焼方式,用途コード,用途,当初登録年
月日,記載年月日,抹消年月日
（免軽共有者マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,連番,検索用カナキー,検索用漢字キー,組織区分,表示位置区分,名称カナ,名称漢字,担当者,郵便番号１,郵便
番号２,住所都道府県コード,住所市町村コード,住所町字コード,住所丁目コード,地番,方書,電話番号,備考
（免軽使用代表者マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,業種区分,検索用カナキー,検索用漢字キー,組織区分,表示位置区分,名称カナ,名称漢字,担当者,郵便番号１,
郵便番号
（免軽所要量算定明細）
県税事務所コード,使用者番号,使用者有効期間開始年月日,連番,共有者連番,機械連番,算定区分,算定基準値,アール当り消費量,平方メート
ル当り消費量,時間当り消費量,一日当り消費量,稼働見込時間,稼働見込日数,稼動率,算定基礎面積,土砂等処理数量,見込数量
（免税証マスタ）
免税証番号,県税事務所コード,使用者番号,使用者証有効期間開始年月日,連番,免税証有効期間開始年月日,免税証有効期間終了年月日,
販売業者番号,業種区分,券種コード,回収区分,回収年月日,回収都道府県コード,回収県税事務所コード,回収対象行為期別,回収特徴者番号,
回収通番,交換元フラグ,交換先フラグ,他県発行フラグ,他県発行免税証番号開始,他県発行免税証番号終了,他県発行免税証枚数,他県発行
使用者番号,発送先名称

（免税証発行マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,使用者有効期間開始年月日,連番,免税証有効期間開始年月日,免税証有効期間終了年月日,申請年月日,交
付量,期首在庫量,購入量,消費量,期末在庫量,過不足数量,算定方法,使用見込数量,交付決定数量,販売業者番号１,一万Ｌ券発行枚数１,五千
Ｌ券発行枚数１,千Ｌ券発行枚数１,五百Ｌ券発行枚数１,二百Ｌ券発行枚数１,百Ｌ券発行枚数１,五十Ｌ券発行枚数１,二十Ｌ券発行枚数１,十Ｌ券
発行枚数１,五Ｌ券発行枚数１,一Ｌ券発行枚数１,枚数合計１,リットル数合計１,販売業者番号２,一万Ｌ券発行枚数２,五千Ｌ券発行枚数２,千Ｌ券
発行枚数２,五百Ｌ券発行枚数２,二百Ｌ券発行枚数２,百Ｌ券発行枚数２,五十Ｌ券発行枚数２,二十Ｌ券発行枚数２,十Ｌ券発行枚数２,五Ｌ券発行
枚数２,一Ｌ券発行枚数２,枚数合計２,リットル数合計２,販売業者番号３,一万Ｌ券発行枚数３,五千Ｌ券発行枚数３,千Ｌ券発行枚数３,五百Ｌ券発
行枚数３,二百Ｌ券発行枚数３,百Ｌ券発行枚数３,五十Ｌ券発行枚数３,二十Ｌ券発行枚数３,十Ｌ券発行枚数３,五Ｌ券発行枚数３,一Ｌ券発行枚数
３,枚数合計３,リットル数合計３,販売業者番号４,一万Ｌ券発行枚数４,五千Ｌ券発行枚数４,千Ｌ券発行枚数４,五百Ｌ券発行枚数４,二百Ｌ券発行
枚数４,百Ｌ券発行枚数４,五十Ｌ券発行枚数４,二十Ｌ券発行枚数４,十Ｌ券発行枚数４,五Ｌ券発行枚数４,一Ｌ券発行枚数４,枚数合計４,リットル
数合計４,販売業者番号５,一万Ｌ券発行枚数５,五千Ｌ券発行枚数５,千Ｌ券発行枚数５,五百Ｌ券発行枚数５,二百Ｌ券発行枚数５,百Ｌ券発行枚
数５,五十Ｌ券発行枚数５,二十Ｌ券発行枚数５,十Ｌ券発行枚数５,五Ｌ券発行枚数５,一Ｌ券発行枚数５,枚数合計５,リットル数合計５,伺書発行済
フラグ,免税証発行済フラグ,決裁日,交換フラグ

（軽油納税者マスタ）
納税者番号,県税事務所コード,登録日,登録事由コード,業者区分コード,屋号,課税地組織区分,課税地表示位置区分,課税地漢字名称,課税地
代表者,課税地郵便番号１,課税地郵便番号２,課税地住所都道府県コード,課税地住所市町村コード,課税地住所町字コード,課税地住所丁目
コード,課税地番地,課税地方書,課税地電話番号,その他組織区分,その他表示位置区分,その他漢字名称,その他代表者,その他郵便番号１,そ
の他郵便番号２,その他住所都道府県コード,その他住所市町村コード,その他住所町字コード,その他住所丁目コード,その他番地,その他方書,
その他電話番号,送付先コード,通常申告フラグ,委任払いフラグ,事業所数,開始年月日,変更年月日,再登録年月日,休業期間開始,休業期間終
了,消除年月日,消除事由コード,指定県コード,指定年月日,元売事業者番号１,元売事業者番号２,元売事業者番号３,仮特約取消年月日,仮特
約取消事由コード,特約取消年月日,特約取消事由コード,旧登録事由コード,使用者番号１,使用者番号２,使用者番号３,使用者番号４,使用者番
号５,備考
（軽油納税者履歴マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,履歴通番,変更年月日,変更項目名,変更内容英数字,変更内容漢字
（事務所マスタ）
納税者番号,通番,県税事務所コード,事業者番号,名称,所在地,開始年月日,廃止年月日,貯蔵設備フラグ,タンク容量
（軽油調定トラン）
納税者番号,期別,調定通番,調定事由,県税事務所コード,申告年月日,調定年度,調定年月日,法定納期限,更正決定事由,更正請求年月日,通知
年月日,納入数量,納入課税対象外０１,納入課税対象外０２,納入課税対象外０３,納入免税証,納入合衆国等,納入課税対象外計,納入差引計,
納入欠減率,納入欠減量,納入再差引計,納入税率,納入税額,納付特約等販売数量,納付特約等控除分,納付特約等差引計,納付販売業者販売
数量,納付販売業者控除分,納付販売業者差引計,納付自動車消費数量,納付自動車控除分,納付自動車差引計,納付消滅所有数量,納付消滅
控除分,納付消滅差引計,納付自己消費消費数量,納付自己消費控除分,納付自己消費差引計,納付譲渡数量,納付用途外消費数量,納付製造
消費譲渡数量,納付製造控除分,納付製造差引計,納付輸入数量,納付合計数量,納付税率,納付税額,普通徴収数量,普通徴収税率,普通徴収
税額,調定額累計,通常分過少申告対象税額,通常分過少申告税額,加重分過少申告対象税額,加重分過少申告税額,過少申告割合,過少申告
対象税額,過少申告税額,不申告割合,不申告対象税額,不申告税額,重加算金割合,重加算金対象税額,重加算金税額,申告区分大分類１,申告
区分大分類２,強制修正フラグ,強制修正対象調定通番,調定済フラグ,報償金フラグ,既確定フラグ

（軽油調定明細トラン）
納税者番号,対象行為年月開始,対象行為年月終了,調定明細通番,期別,調定通番,調定事由,県税事務所コード,申告年月日,調定年月日,更正
決定事由,更正請求年月日,通知年月日,過少申告加算金割合１,過少申告加算金対象税額１,過少申告加算金計算額１,過少申告加算金通常
分１,過少申告加算金加重分１,不申告加算金割合１,不申告加算金対象税額１,不申告加算金計算額１,重加算金割合１,重加算金対象税額１,
重加算金計算額１,納入数量前回,納入数量今回,納入数量差引,納入課税対象外７００－３前回,納入課税対象外７００－３今回,納入課税対象
外７００－３差引,納入課税対象外７００－５－１前回,納入課税対象外７００－５－１今回,納入課税対象外７００－５－１差引,納入課税対象外７
００－５－２前回,納入課税対象外７００－５－２今回,納入課税対象外７００－５－２差引,納入課税対象外免税証前回,納入課税対象外免税証
今回,納入課税対象外免税証差引,納入課税対象外合衆国軍隊等前回,納入課税対象外合衆国軍隊等今回,納入課税対象外合衆国軍隊等
差引,納入課税対象外小計前回,納入課税対象外小計今回,納入課税対象外小計差引,納入差引計前回,納入差引計今回,納入差引計差引,納
入欠減率,納入欠減量前回,納入欠減量今回,納入欠減量差引,納入再差引計前回,納入再差引計今回,納入再差引計差引,納入税率,納入税額
前回,納入税額今回,納入税額差引,納付特約元売販売数量前回,納付特約元売販売数量今回,納付特約元売販売数量差引,納付特約元売控
除分前回,納付特約元売控除分今回,納付特約元売控除分差引,納付特約元売差引前回,納付特約元売差引今回,納付特約元売差引差引,納
付販売業者販売量前回,納付販売業者販売量今回,納付販売業者販売量差引,納付販売業者控除分前回,納付販売業者控除分今回,納付販
売業者控除分差引,納付販売業者差引前回,納付販売業者差引今回,納付販売業者差引差引,納付自動車消費量前回,納付自動車消費量今
回,納付自動車消費量差引,納付自動車控除分前回,納付自動車控除分今回,納付自動車控除分差引,納付自動車差引前回,納付自動車差引
今回,納付自動車差引差引,納付特徴義務消滅所有数量前回,納付特徴義務消滅所有数量今回,納付特徴義務消滅所有数量差引,納付特徴
義務消滅控除分前回,納付特徴義務消滅控除分今回,納付特徴義務消滅控除分差引,納付特徴義務消滅差引前回,納付特徴義務消滅差引
今回,納付特徴義務消滅差引差引,納付特徴者自己消費数量前回,納付特徴者自己消費数量今回,納付特徴者自己消費数量差引,納付特徴
者自己控除分前回,納付特徴者自己控除分今回,納付特徴者自己控除分差引,納付特徴者自己差引前回,納付特徴者自己差引今回,納付特
徴者自己差引差引,納付免税軽油譲渡数量前回,納付免税軽油譲渡数量今回,納付免税軽油譲渡数量差引,納付免税軽油用途外消費数量
前回,納付免税軽油用途外消費数量今回,納付免税軽油用途外消費数量差引,納付製造輸入消費譲渡数量前回,納付製造輸入消費譲渡数
量今回,納付製造輸入消費譲渡数量差引,納付製造輸入消費控除分前回,納付製造輸入消費控除分今回,納付製造輸入消費控除分差引,納
付製造輸入消費差引前回,納付製造輸入消費差引今回,納付製造輸入消費差引差引,納付軽油輸入数量前回,納付軽油輸入数量今回,納付
軽油輸入数量差引,納付合計数量前回,納付合計数量今回,納付合計数量差引,納付税率,納付合計税額前回,納付合計税額今回,
納付合計税額差引,過少申告加算金割合２,過少申告加算金対象税額２,過少申告加算金計算額２,過少申告加算金通常分２,過少申告加算金
加重分２,不申告加算金割合２,不申告加算金対象税額２,不申告加算金計算額２,重加算金割合２,重加算金対象税額２,重加算金計算額２,免
税証不正受給数量,免税証不正受給税率,免税証不正受給計算額,強制修正フラグ,強制修正対象調定通番

（使用有効期間マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,使用者有効期間開始年月日,使用者有効期間終了年月日,申請年月日,共同使用者人数,決裁日,書換有無フラ
グ,伺書発行済フラグ
（交付手数料管理マスタ）
県税事務所コード,使用者番号,使用者有効期間開始年月日,申請年月日,領収日
（軽油調査情報）
調査年月日,登録区分,調査対象者番号,見本品採取年月日,混和の有無,調査概要,調査の結果,課税標準数量,税額
（軽油流通事業者マスタ）
事業者番号,本店区分,統一コード,検索用カナキー,検索用漢字キー,都道府県コード,事業者・事業所カナ名称,事業者・事業所漢字名称,事業
者・事業所住所漢字,事業者・事業所電話番号

（軽油流通納入元マスタ）
県税事務所コード,事業者番号,実績年月,枚数通番,カード区分,納入地事業者番号,納入数量,課税済納入数量,納入者事業者番号
（軽油流通元売マスタ）
県税事務所コード,事業者番号,実績年月,枚数通番,カード区分,元売事業者番号,元売事業者所在地,納入数量,課税済納入数量

（特徴者報奨金トラン）
税目コード,県税事務所コード,登録番号,交付年月,算定基礎額合計,全体調整額,確定算定基礎額,交付率,報償金額,期別１,対象税額１,収納額
１,調整額１,算定基礎額１,法定納期限１,猶予期間開始年月日１,猶予期間終了年月日１,期別２,対象税額２,収納額２,調整額２,算定基礎額２,法
定納期限２,猶予期間開始年月日２,猶予期間終了年月日２,期別３,対象税額３,収納額３,調整額３,算定基礎額３,法定納期限３,猶予期間開始
年月日３,猶予期間終了年月日３,期別４,対象税額４,収納額４,調整額４,算定基礎額４,法定納期限４,猶予期間開始年月日４,猶予期間終了年
月日４,期別５,対象税額５,収納額５,調整額５,算定基礎額５,法定納期限５,猶予期間開始年月日５,猶予期間終了年月日５,期別６,対象税額６,収
納額６,調整額６,算定基礎額６,法定納期限６,猶予期間開始年月日６,猶予期間終了年月日６,期別７,対象税額７,収納額７,調整額７,算定基礎
額７,法定納期限７,猶予期間開始年月日７,猶予期間終了年月日７,期別８,対象税額８,収納額８,調整額８,算定基礎額８,法定納期限８,猶予期
間開始年月日８,猶予期間終了年月日８
（特徴者報奨金明細トラン）
税目コード,県税事務所コード,登録番号,期別,調定通番,発生日,既確定税額,更正後税額,差引税額,税額残
（報告書修正用トラン）
登録番号,様式区分,県コード,法人番号,事務所番号,チェックデジット,事務所県コード,事務所税事務所コード,処理区分１,処理区分２,行為年,行
為月,データ部,旧様式フラグ

<<収納管理>>
（共通調定トラン）
納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,県税事務所コード,税目コード,あて名番号,法人県民税現年当初調定額,法人県民税現年現在調定
額,法人県民税現年収納額,法人県民税現年未納額,法人県民税現年過誤納額,法人県民税繰越当初調定額,法人県民税繰越現在調定額,法
人県民税繰越収納額,法人県民税繰越未納額,法人県民税繰越過誤納額,法人県民税歳出還付可能額,法人県民税歳出還付額,法人県民税
均等割現年当初調定額,法人県民税均等割現年現在調定額,法人県民税均等割現年収納額,法人県民税均等割現年未納額,法人県民税均
等割現年過誤納額,法人県民税均等割繰越当初調定額,法人県民税均等割繰越現在調定額,法人県民税均等割繰越収納額,法人県民税均
等割繰越未納額,法人県民税均等割繰越過誤納額,法人県民税均等割歳出還付可能額,法人県民税均等割歳出還付額,法人県民税延滞金
現年当初調定額,法人県民税延滞金現年現在調定額,法人県民税延滞金現年収納額,法人県民税延滞金現年未納額,法人県民税延滞金現
年過誤納額,法人県民税延滞金繰越当初調定額,法人県民税延滞金繰越現在調定額,法人県民税延滞金繰越収納額,法人県民税延滞金繰
越未納額,法人県民税延滞金繰越過誤納額,法人県民税延滞金歳出還付可能額,法人県民税延滞金歳出還付額,法人県民税現年当初調定
額合計,法人県民税現年現在調定額合計,法人県民税現年収納額合計,法人県民税現年未納額合計,法人県民税現年過誤納額合計,法人県
民税繰越当初調定額合計,法人県民税繰越現在調定額合計,法人県民税繰越収納額合計,法人県民税繰越未納額合計,法人県民税繰越過
誤納額合計,法人県民税歳出還付可能額合計,法人県民税歳出還付額合計,法人県民税完納フラグ,法人県民税完納年月日,法人県民税延滞
金計算区分,法人県民税延滞金納付書発付区分,法人県民税延滞金減免区分,法人県民税督促状発付年月日,法人県民税督促状発付区分,
法人県民税督促状発付対象金額,法人県民税催告状発付年月日,法人県民税催告状発付対象金額,現年当初調定額,現年現在調定額,現年
収納額,現年未納額,現年過誤納額,繰越当初調定額,繰越現在調定額,繰越収納額,繰越未納額,繰越過誤納額,歳出還付可能額,歳出還付額,
延滞金現年当初調定額,延滞金現年現在調定額,延滞金現年収納額,延滞金現年未納額,延滞金現年過誤納額,延滞金繰越当初調定額,延滞
金繰越現在調定額,延滞金繰越収納額,延滞金繰越未納額,延滞金繰越過誤納額,延滞金歳出還付可能額,延滞金歳出還付額,過少申告加算
金現年当初調定額,過少申告加算金現年現在調定額,過少申告加算金現年収納額,過少申告加算金現年未納額,過少申告加算金現年過誤
納額,過少申告加算金繰越当初調定額,過少申告加算金繰越現在調定額,過少申告加算金繰越収納額,過少申告加算金繰越未納額,過少申
告加算金繰越過誤納額,過少申告加算金歳出還付可能額,過少申告加算金歳出還付額,不申告加算金現年当初調定額,不申告加算金現年
現在調定額,不申告加算金現年収納額,不申告加算金現年未納額,不申告加算金現年過誤納額,不申告加算金繰越当初調定額,不申告加算
金繰越現在調定額,不申告加算金繰越収納額,不申告加算金繰越未納額,不申告加算金繰越過誤納額,不申告加算金歳出還付可能額,
不申告加算金歳出還付額,重加算金現年当初調定額,重加算金現年現在調定額,重加算金現年収納額,重加算金現年未納額,重加算金現年
過誤納額,重加算金繰越当初調定額,重加算金繰越現在調定額,重加算金繰越収納額,重加算金繰越未納額,重加算金繰越過誤納額,重加算
金歳出還付可能額,重加算金歳出還付額,法人県民税旧年度減額額,法人県民税新年度減額額,法人県民税繰越減額額,法人県民税歳出還
付減額額,法人県民税均等割旧年度減額額,法人県民税均等割新年度減額額,法人県民税均等割繰越減額額,法人県民税均等割歳出還付
減額額,本税旧年度減額額,本税新年度減額額,本税繰越減額額,本税歳出還付減額額,過少申告加算金旧年度減額額,過少申告加算金新年
度減額額,過少申告加算金繰越減額額,過少申告加算金歳出還付減額額,不申告加算金旧年度減額額,不申告加算金新年度減額額,不申告
加算金繰越減額額,不申告加算金歳出還付減額額,重加算金旧年度減額額,重加算金新年度減額額,重加算金繰越減額額,重加算金歳出還
付減額額,調定年度,調定年月日,法定納期限,,指定納期限,災害納期限,繰上徴収納期限,申告延長期限,法定納期限等,納期限,納税通知書発
付年月日,納税通知書発付区分,完納フラグ,完納年月日,延滞金計算区分,延滞金納付書発付区分,延滞金減免区分,督促状発付年月日,督促
状発付区分,督促状発付対象金額,督促状発付時徴収猶予金額,催告状発付年月日,催告状発付対象金額,納通公示送達年月日,督促状公示
送達年月日,徴収猶予年月日（自）,徴収猶予年月日（至）,徴収猶予金額,現在徴収猶予金額,徴収猶予事由,徴収引継先事務所コード,徴収嘱
託先県コード,徴収嘱託先名称,不納欠損予定日,不納欠損決議日,欠損区分,停止フラグ,繰越フラグ,既確定フラグ,調定済フラグ,仮調定フラグ,
全完納フラグ,還付済フラグ,減調定フラグ,取消調定フラグ,特定納税者フラグ,督促状書状停止フラグ,催告状等書状停止フラグ,口座振替区分,
口座振替金額,納期限変更区分,収納履歴最大通番,減額履歴最大通番,徴収猶予履歴最大通番,収納履歴件数,減額履歴件数,徴収猶予履歴
件数,県退職年金調定額当初,県退職年金調定額現在,県超過課税調定額当初,県超過課税調定額現在,県超過課税調定額新年度減額,県超
過課税調定額旧年度減額,県超過課税調定額過年度減額,事業年度終期,口座振替対象フラグ,納通住所調査フラグ,督促住所調査フラグ,法
人県民税最新領収年月日,法人県民税延滞金最新領収年月日,本税最新領収年月日,延滞金最新領収年月日,過少申告加算金最新領収年
月日,不申告加算金最新領収年月日,重加算金最新領収年月日,法人県民税最新収入年月日,法人県民税延滞金最新収入年月日,本税最新
収入年月日,延滞金最新収入年月日,過少申告加算金最新収入年月日,不申告加算金最新収入年月日,重加算金最新収入年月日,現繰区分,
法人県延調定年度,法人県延調定年月日,法人県延現繰区分,延調定年度,延調定年月日,延現繰区分,所得割現年当初調定額,所得割現年現
在調定額,所得割現年収納額,所得割現年未納額,所得割現年過誤納額,所得割繰越当初調定額,所得割繰越現在調定額,所得割繰越収納額,
所得割繰越未納額,所得割繰越過誤納額,所得割歳出還付可能額,所得割歳出還付額,付加価値割現年当初調定額,付加価値割現年現在調
定額,付加価値割現年収納額,付加価値割現年未納額,付加価値割現年過誤納額,付加価値割繰越当初調定額,付加価値割繰越現在調定額,
付加価値割繰越収納額,付加価値割繰越未納額,付加価値割繰越過誤納額,付加価値割歳出還付可能額,付加価値割歳出還付額,資本割現
年当初調定額,
資本割現年現在調定額,資本割現年収納額,資本割現年未納額,資本割現年過誤納額,資本割繰越当初調定額,資本割繰越現在調定額,資本
割繰越収納額,資本割繰越未納額,資本割繰越過誤納額,資本割歳出還付可能額,資本割歳出還付額,収入割現年当初調定額,収入割現年現
在調定額,収入割現年収納額,収入割現年未納額,収入割現年過誤納額,収入割繰越当初調定額,収入割繰越現在調定額,収入割繰越収納額,
収入割繰越未納額,収入割繰越過誤納額,収入割歳出還付可能額,収入割歳出還付額,所得割旧年度減額額,所得割新年度減額額,所得割繰
越減額額,所得割歳出還付減額額,付加価値割旧年度減額額,付加価値割新年度減額額,付加価値割繰越減額額,付加価値割歳出還付減額
額,資本割旧年度減額額,資本割新年度減額額,資本割繰越減額額,資本割歳出還付減額額,収入割旧年度減額額,収入割新年度減額額,収入
割繰越減額額,収入割歳出還付減額額,徴収猶予金額１,徴収猶予金額２,現在徴収猶予金額１,現在徴収猶予金額２,外形対象区分コード
（収納履歴）
県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,税目コード,収納履歴通番,収納区分,税区分コード,当初納付額,納付額,領収年月
日,日計年月日,金融機関コード,支店コード,会計年度,充当フラグ,収納履歴通番元,支出決議番号,受任者番号下５桁,還付金融機関コード,還付
支店コード,充当元登録番号,充当元納税者番号,充当元税目コード

（過誤納ファイル）
過誤納年度,過誤納番号,税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,収納履歴通番,税区分コード,減額元納税者
番号,減額元期別,減額元申告調定事由,減額元調定通番,過誤納原因,過誤納発生年月日,あて名番号,当初調定額,徴収すべき額,過誤納額,領
収年月日,日計年月日,歳入歳出区分,現繰区分,還付加算金,加算金計算期間自,加算金計算期間至,過誤納処理区分,調定年度,調定年月日,
登録番号,支出決議予定日,加算金控除始期,加算金控除終期,今回過誤納番号,受任者番号下５桁,あて名なし還付都道府県コード,あて名なし
還付市町村コード,あて名なし還付町字コード,あて名なし還付丁目コード,あて名なし還付番地漢字,あて名なし還付方書漢字,あて名なし還付
氏名名称漢字,あて名なし還付金融機関コード,あて名なし還付支店コード,あて名なし還付預金種別コード,あて名なし還付口座番号,あて名な
し還付口座名義人,収納区分,事業年度終期,徴収区分コード,還付額,還付加算金還付額,代納者収納額,あて名なし区分
（充当予定明細ファイル）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,税区分コード,調定年度,調定年月日,未納額,充当額,充当保留フラグ,
あて名番号,法定納期限,現在調定額,登録番号,充当適状日,事業年度終期,今回過誤納番号１,充当額１,充当適状日１,今回過誤納番号２,充当
額２,充当適状日２,今回過誤納番号３,充当額３,充当適状日３,今回過誤納番号４,充当額４,充当適状日４,今回過誤納番号５,充当額５,充当適
状日５,今回過誤納番号６,充当額６,充当適状日６,今回過誤納番号７,充当額７,充当適状日７,今回過誤納番号８,充当額８,充当適状日８,今回
過誤納番号９,充当額９,充当適状日９,今回過誤納番号１０,充当額１０,充当適状日１０

（消込エラーファイル）
照会修正番号,消込県税事務所コード,消込納税者番号,消込登録番号,消込税目コード,消込期別,消込申告調定事由,消込調定通番,消込車台
番号,消込受任者番号下５桁,消込払込年度,消込徴収年月,消込県民税納付額小計,消込納付額小計,納付額合計,所得割納付額,付加価値割
納付額,資本割納付額,収入割納付額,地方法人特別税納付額,消込払込通番,消込領収年月日,日計年月日,金融機関コード,支店コード,調定年
度,現繰区分,データ区分,消込状態,県税事務所コードエラー区分,納税者番号エラー区分,税目コードエラー区分,車台番号エラー区分,受任者
番号下５桁エラー区分,払込年度エラー区分,徴収年月エラー区分,期別事業年度エラー区分,申告調定事由コードエラー区分,調定通番エラー
区分,法人県民税収入額エラー区分,法人事業税収入額エラー区分,領収年月日エラー区分,払込通番エラー区分,利子種別エラー区分,保留区
分,グループ区分,見込用税割額,見込用均等割額,見込用事業税本税額,車種区分,カナ氏名,ＯＣＲ判定区分,テープ取得年月日,見込用所得割
税額,見込用付加価値割税額,見込用資本割税額,見込用収入割税額,見込用地方法人特別税額
（第三者マスタ）
第三者番号,検索用カナキー,検索用漢字キー,氏名名称カナ,氏名名称漢字,組織区分コード,表示位置コード,郵便番号1,郵便番号2,都道府県
コード,市町村コード,町宇コード,丁目コード,番地漢字,番地カナ,方書漢字,方書カナ,電話番号,還付先金融機関コード,還付先支店コード,還付先
預金種別コード,還付先口座番号,還付先口座名義人,変更年月日,処理区分,あて名番号,作成区分,出力フラグ
（徴収猶予履歴）
納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,徴収猶予履歴通番,県税事務所コード,税目コード,徴収猶予額,督促状対象区分,徴収猶予始期,徴
収猶予終期,不土地徴収猶予事由,不土地徴収猶予額,不家屋徴収猶予事由,不家屋徴収猶予額,法人徴収猶事由,付加価値割徴収猶予額,資
本割徴収猶予額
（第三者情報ファイル）
納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,県税事務所コード,税目コード,第三者番号,受任日,委任状番号,処理区分,過誤納番号１,過誤納番
号２,過誤納番号３,更新年月日
（配信調定トラン）
県税事務所コード,県税事務所名,納税者番号,期別,期別名,申告調定事由,申告調定事由名,調定通番,税目コード,短縮税目名,税目名,あて名
番号,法人県民税現年現在調定額,法人県民税現年収納額,法人県民税現年未納額,法人県民税均等割現年現在調定額,法人県民税均等割
現年収納額,法人県民税均等割現年未納額,法人県民税延滞金現年現在調定額,法人県民税延滞金現年収納額,法人県民税延滞金現年未
納額,現年当初調定額,現年現在調定額,現年収納額,現年未納額,延滞金現年現在調定額,延滞金現年収納額,延滞金現年未納額,過少申告加
算金現年現在調定額,過少申告加算金現年収納額,過少申告加算金現年未納額,不申告加算金現年現在調定額,不申告加算金現年収納額,
不申告加算金現年未納額,重加算金現年現在調定額,重加算金現年収納額,重加算金現年未納額,調定年度,調定年月日,申告年月日,納期限,
法定納期限,指定納期限,徴収猶予年月日至,現在徴収猶予対象金額,事業年度終期,法人県民税完納フラグ,完納フラグ,欠損区分,停止フラグ,
既確定フラグ,調定済フラグ,仮調定フラグ,全完納フラグ,減調定フラグ,取消調定フラグ,納税証明書基準年度,車両番号,自動車税年税率,登録
番号,自動車税課税コード,車検有効年月日,処分決議日,処分短縮名,滞納有無フラグ,データ種別フラグ,出力登録番号名２,所得割当初調定
額,所得割現年現在調定額,所得割現年収納額,所得割現年未納額,付加価値割当初調定額,付加価値割現年現在調定額,付加価値割現年収
納額,付加価値割現年未納額,資本割当初調定額,資本割現年現在調定額,資本割現年収納額,資本割現年未納額,収入割当初調定額,収入割
現年現在調定額,収入割現年収納額,収入割現年未納額,コンビニ速報区分
（配信納税者マスタ）
県税事務所コード,納税者番号,あて名番号,税目コード,本来正式氏名名称,本来郵便番号,本来住所コード,本来画面住所,本来住所名,送付先
正式氏名名称,検索用カナ３桁,送付先住所コード,送付先画面住所,送付先郵便番号,送付先住所名,電話番号,登録番号,車両番号,口座振替フ
ラグ,自税メッセージ,発行確認中有無,本来住所一段,本来住所二段,送付先一段,送付先二段,送付先三段,送付先四段,送付先五段,送付先六
段,送付先七段,入力県税名称
（配信車両登録マスタ）
車両番号,納税者番号,登録番号,出力登録番号,出力登録番号２,出力登録番号名,出力登録番号名２,最新登録番号,最新納税者番号,変更前
登録番号,変更前登録番号名,転出抹消コード,転出抹消年月日,年度年,自動車税課税コード,使用者住所,正式使用者氏名,車両名,車台番号３
桁,車台番号６桁,車検有効期限,車種区分,車台番号５桁
（配信あて名マスタ）
あて名番号,氏名名称漢字,画面住所,住所２１,住所２２,住所３１,住所３２,住所３３,生年月日,電話番号,注意メッセージ
（発行履歴）
発行年,発行月,発行日,証明書区分,納税者番号,使用目的名,発行番号,発行枚数,県税事務所コード,備考欄発行区分,使用目的区分,車検用証
明書発行区分,発行履歴連番
（部門発行履歴）（部門自動発行機履歴）
発行履歴と同様のレイアウト

（減額履歴）
納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,減額履歴通番,県税事務所コード,税目コード,減額元県税事務所コード,減額元納税者番号,減額元
期別,減額元申告調定事由,減額元調定通番,法人県民税税割減額額,法人県民税均等割減額額,調定減額額,過少申告加算金減額額,不申告
加算金減額額,重加算金減額額,新年度現年法人県民税減額額,新年度現年法人県民税均等割減額,新年度現年減額額,新年度現年過少申
告加算金減額額,新年度現年不申告加算金減額額,新年度現年重加算金減額額,旧年度現年法人県民税減額額,旧年度現年法人県民税均
等割減額,旧年度現年減額額,旧年度現年過少申告加算金減額額,旧年度現年不申告加算金減額額,旧年度現年重加算金減額額,繰越法人
県民税減額額,繰越法人県民税均等割減額額,繰越調定減額額,繰越過少申告加算金減額額,繰越不申告加算金減額額,繰越重加算金減額
額,歳出法人県民税減額額,歳出法人県民税均等割減額額,歳出調定減額額,歳出過少申告加算金減額額,歳出不申告加算金減額額,歳出重
加算金減額額,減額発生年月日,減額発生事由,既確定フラグ,減額先調定年月日,減額元調定年月日,所得割調定減額額,付加価値割調定減
額額,資本割調定減額額,収入割調定減額額,新年度現年所得割減額額,新年度現年付加価値割減額額,新年度現年資本割減額額,新年度現
年収入割減額額,旧年度現年所得割減額額,旧年度現年付加価値割減額額,旧年度現年資本割減額額,旧年度現年収入割減額額,繰越所得
割調定減額額,繰越付加価値割調定減額額,繰越資本割調定減額額,繰越収入割調定減額額,歳出所得割調定減額額,歳出付加価値割調定
減額額,歳出資本割調定減額額,歳出収入割調定減額額
（自動発行機用ファイル）
登録番号,車台番号下３桁,発付区分,車検有効年月日,非課税区分,車両番号,車台番号下５桁
（延滞金履歴）
税目コード,納税者番号,期別,調定通番,申告調定事由,延滞金履歴通番,県税事務所コード,法人判定区分,調定年度,調定年月日,延滞金処理
年月日,延滞金調定額,前回延滞金差額,発生元調定年月日

（領収日修正履歴）
県税事務所コード,収入日,税目コード,納税者番号,期別事業年度,申告調定事由,調定通番,領収日修正前,領収日修正後,収納額,登録番号,延
滞金変更フラグ,領収日修正履歴連番
（充当情報ファイル）
過誤納年度,今回過誤納番号,過誤納番号,税目コード,県税事務所コード,あて名番号,充当先税目コード,充当先県税事務所コード,充当先納税
者番号,充当先期別,充当先申告調定事由,充当先調定通番,充当先科目コード,充当額,還付加算金充当額,充当適状日,充当先本税完納日,充
当先延滞金調定年月日,充当先延滞金調定額,充当先登録番号,還付支払日
（部門発行履歴オフライン）
発行年,発行月,発行日,証明書区分,納税者番号,使用目的名,発行番号,発行枚数,県税事務所コード,備考欄発行区分,使用目的区分,車検用証
明書発行区分
（速報ＤＢ）
納税者番号,期別,調定通番,税目コード,小売業企業コード,収納店舗コード,収納日付,収納時間,バーコード情報,登録番号,車台番号,年度,通番,
車種区分,税額

<<債権管理>>
（滞納者情報）
当初あて名番号,あて名番号,催告種別,入力県税事務所,担当者コード０１,担当者コード０２,担当者コード０３,担当者コード０４,担当者コード０５,
担当者コード０６,担当者コード０７,担当者コード０８,担当者コード０９,担当者コード１０,担当者更新種別,更新年月日,連絡先電話番号,携帯電話
番号,地図情報,勤務先名,勤務先住所,勤務先電話番号,取引先金融機関,滞納原因,滞納者ランク,注意メッセージ,相続人数,死亡年月日,折衝
特記事項,折衝記録有無,市町村調査有無,電話加入権調査有無,不動産調査有無,預金等調査有無,給与調査有無,生命保険調査有無,損害保
険調査有無,売掛金調査有無,家賃等調査有無,その他債権調査有無,ゴルフ会員権調査有無,株式調査有無,出資金調査有無,その他有価証
券調査有無,官公庁情報

（折衝記録）
当初あて名番号,折衝年月日,折衝記録連番,あて名番号,入力県税事務所,入力担当者,折衝者名,折衝記録内容,削除保留
（相続人情報）
当初あて名番号,相続人連番,あて名番号,入力県税事務所,入力担当者,代表者区分,相続人氏名,続柄,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,
市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,電話番号,承継区分,相続割合分子,相続割合分母
（市町村調査結果）
当初あて名番号,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,本籍地ー所在地,本籍地ー地番,本籍地ー方書,外国人登録,国籍,勤務
先,年収,生活状況,死亡解散年月日,世帯人数,家族続柄０１,家族氏名０１,家族生年月日０１,家族続柄０２,家族氏名０２,家族生年月日０２,家族
続柄０３,家族氏名０３,家族生年月日０３,家族続柄０４,家族氏名０４,家族生年月日０４,家族続柄０５,家族氏名０５,家族生年月日０５,家族続柄０
６,家族氏名０６,家族生年月日０６,家族続柄０７,家族氏名０７,家族生年月日０７,家族続柄０８,家族氏名０８,家族生年月日０８,家族続柄０９,家
族氏名０９,家族生年月日０９,家族続柄１０,家族氏名１０,家族生年月日１０,メモ欄１,メモ欄２,メモ欄３

（不動産調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,土地建物種別,所在地－都道府県コード,所在地
－市町村コード,地番,家屋番号,地目－種類,地積－床面積,構造,固定資産評価額,持分,抵当権者０１,抵当権設定年月日０１,抵当権設定額０１,
抵当権者０２,抵当権設定年月日０２,抵当権設定額０２,抵当権者０３,抵当権設定年月日０３,抵当権設定額０３,他機関の処分,所轄法務局,備考
（電話加入権調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,電話番号,設置場所,契約者名,質権設定先,他機
関の処分
（金融機関等調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,金融機関本店コード,金融機関支店コード,証券会
社等,取引有無,預金種別等,口座番号,預金額,満期年月日,貸付金,備考

（電話加入権調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,電話番号,設置場所,契約者名,質権設定先,他機
関の処分
（金融機関等調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,金融機関本店コード,金融機関支店コード,証券会
社等,取引有無,預金種別等,口座番号,預金額,満期年月日,貸付金,備考
（給与調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,給与支給者名称,給与支給者住所,給与支給予定
年月日,賞与支給予定年月日,基本給,賞与,給与計算年月,支払方法,給与等総支給額,源泉徴収所得税額,特別徴収住民税額,控除社会保険
料額,親族数
（保険等調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,保険会社,保険会社住所,種類ー名称,記号番号,
契約年月日,期間始期,期間終期,質権等有無,契約者名,被保険者名,保険金受取人
（他債権調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,物件所在地,相手方名称,相手方住所
（有価証券等調査結果）
当初あて名番号,財産種別,財産連番,あて名番号,調査年月日,入力県税事務所,入力担当者,銘柄,株数ー口数,相手方名称,相手方住所

（滞納整理票）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,あて名番号,都道府県コード,市町村コード,町大字コード,丁目小字
コード,調定年度,納期限,指定納期限,法定納期限等,延長前時効完成年月日,処分種類,猶予期間開始年月日,猶予期間終了年月日,法人県民
税未納額,法人県民税延滞金未納額,本税未納額,延滞金未納額,不申告加算金未納額,過少申告加算金未納額,重加算金未納額,未納額計,法
人県民税不納欠損額,法人県民税延滞金不納欠損額,本税不納欠損額,延滞金不納欠損額,不申告加算金不納欠損額,過少申告加算金不納
欠損額,重加算金不納欠損額,不納欠損額計,督促発付年月日,延滞金督促発付年月日,督促発付額１ー法人県民税,督促発付額１ー法人県民
税延滞金,督促発付額１ー本税,督促発付額１ー延滞金,督促発付額１ー過少申告加算金,督促発付額１ー不申告加算金,督促発付額１ー重加
算金,徴収猶予等督促発付年月日,督促発付額２ー法人県民税,督促発付額２ー法人県民税延滞金,督促発付額２ー本税,督促発付額２ー延滞
金,督促発付額２ー過少申告加算金,督促発付額２ー不申告加算金,督促発付額２ー重加算金,督促発付時徴収猶予額,催告状発付年月日,催
告状発付催告種別,前回催告状発付年月日,前回催告状発付催告種別,催告状発付対象金額,整理票出力区分,督促状発付禁止区分,催告状
発付禁止区分,変更前引継先事務所,徴収猶予処分種類
（整理票処分履歴）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,整理票処分連番,処分予定番号,処分番号,処分種類,処分決議年月
日,解除決議年月日,法人県民税未納額,法人県民税延滞金未納額,本税未納額,延滞金未納額,不申告加算金未納額,過少申告加算金未納額,
重加算金未納額,未納額計,解除時法人県民税未納額,解除時法人県民税延滞金未納額,解除時本税未納額,解除時延滞金未納額,解除時不
申告加算金未納額,解除時過少申告加算金未納額,解除時重加算金未納額,解除時未納額計,引継先県税事務所コード,嘱託先都道府県コー
ド,徴収猶予額,延滞金免除事由,法人判定区分,集計用振分区分

（処分予定情報）
処分予定番号,処分種類,会計年度,あて名番号,県税事務所コード,滞納処分費,差押年月日,交付要求書種別,裁判所コード,事件番号,ＮＴＴ支
店名,第三債務者有無,繰上差押有無,猶予期間開始年月日,猶予期間終了年月日,猶予取消年月日,猶予処理事由,執停事由,欠損事由,執停
欠損説明欄,延滞金免除始期,延滞金免除終期,分納誓約年月日,引継先県税事務所コード,嘱託先都道府県コード,嘱託先名称,変更前引継先
県税事務所コード,変更前嘱託先都道府県コード,変更前嘱託先名称,備考,受付番号,受付年月日

（財産明細）
処分予定番号,財産明細種別,財産連番,あて名番号,処分番号,公売年月日,財産明細０１,財産明細０２,財産明細０３,財産明細０４,財産明細０
５,財産明細０６,財産明細０７,財産明細０８
（関係人情報）
処分予定番号,関係人種別,連番,あて名番号,処分番号,郵便番号１,郵便番号２,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,
方書漢字,関係先コード,氏名,抵当権種別,設定担保現在額
（処分後情報）
処分番号,処分種類,処分予定番号,処分年月日,処分決議年月日,解除決議年月日,県税事務所コード,あて名番号,公売状況,充当最大通番
（延滞金免除情報）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,あて名番号,処分予定番号,法人県民税対象額,法人県民税期間内延
滞金額,法人県民税延滞金免除額,法人県民税延滞金減免額,対象額,期間内延滞金額,延滞金免除額,延滞金減免額,延滞金免除減免事由

（分納計画情報）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,法人判定区分,連番,あて名番号,納付予定期間開始,納付予定期間
終了,納付予定回数,納付予定年月日０１,税区分コード０１,納付金額０１,納付予定年月日０２,税区分コード０２,納付金額０２,納付予定年月日０
３,税区分コード０３,納付金額０３,納付予定年月日０４,税区分コード０４,納付金額０４,納付予定年月日０５,税区分コード０５,納付金額０５,納付予
定年月日０６,税区分コード０６,納付金額０６,納付予定年月日０７,税区分コード０７,納付金額０７,納付予定年月日０８,税区分コード０８,納付金
額０８,納付予定年月日０９,税区分コード０９,納付金額０９,納付予定年月日１０,税区分コード１０,納付金額１０,納付予定年月日１１,税区分コー
ド１１,納付金額１１,納付予定年月日１２,税区分コード１２,納付金額１２,納付予定年月日１３,税区分コード１３,納付金額１３,納付予定年月日１４,
税区分コード１４,納付金額１４,納付予定年月日１５,税区分コード１５,納付金額１５,納付予定年月日１６,税区分コード１６,納付金額１６,納付予
定年月日１７,税区分コード１７,納付金額１７,納付予定年月日１８,税区分コード１８,納付金額１８,納付予定年月日１９,税区分コード１９,納付金
額１９,納付予定年月日２０,税区分コード２０,納付金額２０,納付予定年月日２１,税区分コード２１,納付金額２１,納付予定年月日２２,税区分コー
ド２２,納付金額２２,納付予定年月日２３,税区分コード２３,納付金額２３,納付予定年月日２４,税区分コード２４,納付金額２４,納付予定年月日２５,
税区分コード２５,納付金額２５,納付予定年月日２６,税区分コード２６,納付金額２６,納付予定年月日２７,税区分コード２７,納付金額２７,納付予
定年月日２８,税区分コード２８,納付金額２８,納付予定年月日２９,税区分コード２９,納付金額２９,納付予定年月日３０,税区分コード３０,納付金
額３０,納付予定年月日３１,税区分コード３１,納付金額３１,納付予定年月日３２,税区分コード３２,納付金額３２,納付予定年月日３３,税区分コー
ド３３,納付金額３３,納付予定年月日３４,税区分コード３４,納付金額３４,納付予定年月日３５,税区分コード３５,納付金額３５,納付予定年月日３６,
税区分コード３６,納付金額３６,納付予定年月日３７,税区分コード３７,納付金額３７,納付予定年月日３８,税区分コード３８,納付金額３８,納付予
定年月日３９,税区分コード３９,納付金額３９,納付予定年月日４０,税区分コード４０,納付金額４０,納付予定年月日４１,税区分コード４１,納付金
額４１,納付予定年月日４２,税区分コード４２,納付金額４２,納付予定年月日４３,税区分コード４３,納付金額４３,納付予定年月日４４,税区分コー
ド４４,納付金額４４,納付予定年月日４５,税区分コード４５,納付金額４５,納付予定年月日４６,税区分コード４６,納付金額４６,納付予定年月日４７,
税区分コード４７,納付金額４７,納付予定年月日４８,税区分コード４８,納付金額４８,納付予定年月日４９,税区分コード４９,納付金額４９,納付予
定年月日５０,税区分コード５０,納付金額５０
（換価充当情報）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,あて名番号,公売年月日,処分予定番号,処分番号,本税充当額,延滞
金充当額,過少申告加算金充当額,不申告加算金充当額,重加算金充当額,滞納処分費,公金振替年月日,消込状態,法人判定区分,収納区分,
充当通番
（徴収猶予情報）
税目コード,県税事務所コード,納税者番号,期別,申告調定事由,調定通番,あて名番号,徴収猶予事由１,現在徴収猶予額１,徴収猶予事由２,現
在徴収猶予額２,徴収猶予額計,徴収猶予決議日,取消徴収猶予事由,取消徴収猶予額,取消徴収猶予決議日,確定税額,確定税額猶予期限,物
件所在地,地目コード,面積,取得年月日,農業委員会管轄市町村コード１,農業委員会管轄市町村コード２,贈与者住所,贈与者氏名,保証人郵便
番号１,保証人郵便番号２,保証人都道府県コード,保証人市町村コード,保証人町字コード,保証人丁目コード,保証人番地漢字,保証人方書漢
字,保証人関係先コード,保証人氏名,担保財産０１,担保財産０２,担保財産０３,担保財産０４,担保財産０５,担保財産０６,担保財産０７,担保財産０
８
（共通番号管理マスタ）
共通番号（個人番号）,履歴通番,個人法人区分,氏名名称漢字,氏名名称漢字桁あふれフラグ,氏名名称カナ,組織区分コード,表示位置コード,
郵便番号1,郵便番号2,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,住所漢字,住所漢字桁あふれフラグ,生年月日,
死亡年月日,性別,納通表示有無フラグ,真正性確認済フラグ,共通番号使用不可フラグ,変更前共通番号,統一利用者番号,登録年月日,変更年
月日
（共通番号履歴）
共通番号（個人番号）,履歴通番,個人法人区分,氏名名称漢字,氏名名称漢字桁あふれフラグ,氏名名称カナ,組織区分コード,表示位置コード,
郵便番号1,郵便番号2,都道府県コード,市町村コード,町字コード,丁目コード,番地漢字,方書漢字,住所漢字,住所漢字桁あふれフラグ,生年月日,
（あて名共通番号変換テーブル）
あて名番号,身体障害者等番号,使用者番号,共通番号（個人番号）,個人法人区分,真正性確認年月日
（あて名共通番号変換ワーク）
あて名番号,税目コード,納税者番号,共通番号,個人法人区分,登録番号,作成年月日,帳票番号

