


 

基本台帳管理、課税業務、収納業務など 

煩雑な業務を効率化します 

■社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に対応しています 
平成 27年度より導入された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)にも対応しています。 

■フルパッケージソフトウェアなので導入が容易に行えます 
各種地方税システム構築で培われたノウハウを生かし今回の法人住民税システムに凝縮しました。 

各種地方税システム構築に豊富な実績を持つ弊社ならではの業務に則したパッケージです。 

メンテナンス機能の充実によりＳＥ作業が少なくなり、従来品より導入コストが抑えられました。 

■出力帳票は全てＰＤＦファイルにて出力できます 
全帳票ＰＤＦファイルにて出力しますので、画面のみでの確認により無駄な印刷を省くことが出来ます。

また電子情報として保存も可能です。 

■税法に則した調定及び延滞金の計算が自動で確実に行えます 
課税業務の中心となる調定処理には特に気を遣い、税法に則した的確な処理を実現しました。 

複雑な延滞金の計算も的確に自動計算するシステムは他の追随を許しません。 

■法人にも優しいシステムです 
中間・予定申告のデータを予め申告書に入力することにより、法人側の申告書記入に関わる負担を軽減

し、申告励起に貢献します。 

■ヘルプ機能が充実しています 
HTML Helpを採用することにより、用語や処理の説明がパソコン上にて確認できます。 

■課税－収納間の連携が容易です 
課税調定中に対象法人の収納状況、収納状況確認中に課税状況が確認できます。 

■連結法人に対応しています 
基本台帳から連結法人の登録を行うことにより、各種統計資料連結分の出力が可能となります。 

■規模に応じてシステムを選択できます 
市町村の規模に合わせて課税・収納を１台のパソコンで管理できるパッケージ（スタンドアロン版） 

と課税・収納を分けて管理するパッケージ（ネットワーク対応版）が選択できます。 

システムの特長

い 

導 入 効 果 

■統計・報告に関わる人的コストの削減 

通常業務に使用する各種帳票（更正決議書など）が標準で用意されていますので、書類作成時にかかっ

ていた人的コストが削減されます。 

国報告資料、一般的な県報告資料の基となる帳票が用意されていますので各種報告書、統計処理が容易

になります。 

■経費削減 

台帳や帳票は電子データとして管理されますので、過去のデータがすばやく参照でき、データの保管に

場所を取らせません。 

■職員勤務状況の改善 

申告事務の効率化により職員の時間外作業が大幅に削減されます。また転記作業など単純な反復作業か

ら開放され、申告情報を活用して新たな分野の行政サービスを拡大することができます。 

■電子申告(eLTAX)に対応しています 
電子申告された情報を容易な操作で取り込むことができます。 



オペレーターの慣れに合わせた効率的で、自由度の高い入力方式をサポートし、必要に応じて

キーボード入力とマウス選択を組み合わせての入力が可能です。また、必要とされる部分

には、あらかじめ自動計算や妥当性のチェック、選択情報等が組み込まれていますので、

コード入力や手計算の煩わしさからオペレーターを解放し、業務スピードの飛躍的な短縮

が可能になりました。 

基本台帳 

■納税義務者に関する情報を一元管理 

●基本台帳 ●履歴情報 

●支店情報 

課税概要 

■課税処理概要 

●台   帳 ：基本台帳入力・閲覧・更新・削除、申告書入力、課税台帳の閲覧・更新 

  事業年度変更、基本台帳エクスポート、課税台帳エクスポート 

●申 告 書 ：予定申告書、確定申告書、申告書・納付書随時 

無申告一覧表、申告書出力不要法人一覧表 

●月   次 ：調定額集計表、調定額内訳表 

●証 明 書 ：営業・所在地証明書、申告書等記載証明書 

●国提出資料 ：法人税割納税義務者数調（第１表）、均等割納税義務数調（第１表） 

        法人税額等に関する調（第３２表）、交付税関係資料 

        均等割に関する調（第４８表）、法人税割分割法人に関する調（第４９表） 

●県提出資料 ：業種別調定額集計表、法人格別納税義務者数調、法人格別法人一覧表 

        法人税割調定額順位表、月別調定額対前年度比較 

        月別調定額対前年比較（増減要因） 

●各種統計資料：５０音順法人一覧表、解散・廃止・休業法人一覧表、号数別法人一覧表 

        非課税法人一覧表、申告期限延長法人一覧表、課税免除法人一覧表 

 

 

 

 

 

 

■課税処理構成 

法人情報の管理及び申告書の入力、調定作業を行います。 



税法に則した税額の算出を自動で行うように出来ておりますので必要とされる最小限の

情報の入力のみで入力された申告書区分に合わせた的確な調定が即時に行われます。ま

た、申告区分ごとに入力項目が制限されるほか、チェック機能も充実していますので誤

入力が抑えられます。 

運用開始後にも、各種コードの変更が出来ますので、システム改造などのコストが削除で

きます。メンテナンス処理は通常運用と別のパスワードで利用者が制限されるため、不要

にコードが変更されることもありません。 

法人格、更正事由、銀行種別、口座種別、充当還付理由、不納欠損・執行停止条項、

不納欠損・実行停止事由、住所コード、基準割引率、祝祭日、税率、産業大分類、

産業小分類、記載証明書使用目的 

 

課税台帳 

■税法に則した的確な税額計算機能を標準装備 

●課税台帳 ●収納状況 

メンテナンス機能 

■各種メンテナンス機能で運用の変更を柔軟に対応 

■メンテナンスにて変更可能なコード等 

●法人格メンテ ●更正事由メンテ 



検索処理で指定した義務者の収納状況が一画面で年度別に閲覧出来る為、収納状況が一目

で把握でき収納データを一元的に管理することが出来ます。複雑な延滞金の計算も最低限

の入力により的確に自動計算を行います。充当、還付処理も標準で多年度までサポートし、

標準パッケージのみで、きめの細かい業務内容に対応可能となっております。 

 

収納機能 

●収納状況 

収納概要 

■収納処理概要 

●照   会：収納状況閲覧、延滞金計算、課税状況閲覧、収納マスタエクスポート 

       済通ファイルエクスポート 

●消   込：済通消込、仮納付入力、仮納付消込、日計表、消込処理表 

●一覧・集計：収納調定表、未納一覧表、過納一覧表、仮納付一覧表 

●督 催 告：督促状、催告書、延滞金請求明細書、督催告停止・解除 

●充当還付 ：充当還付、充当還付通知書、還付一覧表 

●滞   納：徴収簿、滞納繰越集計表、滞納記録一覧表 

●処   分：滞納処分、執行停止、不納欠損 

●随   時：納税証明書、納付書 

●データ保守：仮納付取消、充当還付取消、還付取消、充当還付通知書出力済取消、収納マスタ 

       済通マスタ、収納〆日入力 

■収納処理構成 

申告書毎の収納状況確認及び収納消込を行います。 

■納税義務者別に収納に関する情報を一元管理 

●済通消込 

●延滞金計算 ●延滞金計算詳細 



電子申告されたデータを取り込み、一斉又は個別に基本台帳、課税台帳に登録が可能です。 

取込情報の確認及び登録処理は通常の基本台帳、課税台帳を使用して行う為、チェック機

能が充実しており登録時の誤入力が抑えられます。 

また、税務代理権限証書管理や一覧画面での一斉登録ボタンを管理する一斉登録使用禁止

期間管理等、様々な設定が行えます。 

 

連携機能 

●課税台帳（電子連携） 

連携概要 

■連携処理概要 

●取   込：電子申請（基本台帳）、電子申告（課税台帳） 

●登   録：電子申請一覧、基本台帳（電子連携）、電子申告一覧、課税台帳（電子連携） 

●そ の 他：一斉登録使用禁止期間管理、税務代理権限証書管理 

 

■連携処理構成 

電子申請、電子申告（eLTAX）データを取り込み、基本台帳又は課税台帳に登録します。 

■電子申告情報（eLTAX）の取込、登録が容易な操作にて可能 

●申告一覧 

●電子申請取込 

●税務代理権限証書管理 



 

出力帳票一覧 

課 税 処 理  収 納 処 理  

■申告書送付・申告勧奨 

 予定申告書・納付書 

確定申告書・納付書 

予定申告書発送者一覧表 

確定申告書発送者一覧表 

無申告法人一覧表 

申告書出力不要法人一覧表 

■月次調定処理 

 調定額集計表 

調定額内訳表 

歳出還付内訳表 

外国税控除内訳表 

■課税更正処理 

更正決議書 

更正決定通知書 

■証明処理 

営業・所在地証明書 

申告書等記載証明書 

■国・都道府県報告資料 

法人税割納税義務者数調（第１表） 

均等割納税義務者数調（第１表） 

法人住民税交付税資料(調定済額集計表) 

法人住民税交付税資料(歳出還付集計表) 

法人住民税交付税資料 

(歳出還付(外国税額控除分)) 

法人住民税交付税資料 

(外国税額控除集計表) 

法人税額等に関する調（第３２表） 

法人税均等割に関する調（第４８表） 

法人税割の分割法人に関する調（第４９表） 

業種別調定額集計表 

法人格別納税義務者数調 

法人格別法人一覧表 

法人税割調定額順位表 

月別調定額対前年度比較 

月別調定額対前年度比較（増減要因） 

■各種統計資料 

50音順法人一覧表 

解廃休法人一覧表 

号数別法人一覧表 

非課税法人一覧表 

申告期限延長法人一覧表 

課税免除法人一覧表 

■その他処理 

 申告書・納付書随時 

■日次・月次収納処理 

 日計表 

 消込処理表 

 収納調定表 

 未納一覧表 

 過納一覧表 

 仮納付一覧表 

■充当・還付処理 

 充当還付通知書 

 充当還付通知書控 

■督催告処理 

 督促状 

 督促状控 

 催告書 

 催告書控 

 延滞金請求明細 

■証明処理 

 納税証明書 

■滞納処分処理 

 滞納記録一覧表 

 徴収簿 

 滞納繰越集計表 

 不納欠損取消処理内容明細 

 執行停止調査表 

    （個人別控／年度別控／集計表） 

 不納欠損調査表 

    （個人別控／年度別控／集計表） 

■その他処理 

 納付書随時 

 還付一覧表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンドアロン構成    法人数１０００以下の市町村で、課税処理と収納処理を同時に行わない場合に最適。 
 
ﾊﾟｿｺﾝ本体  推奨 OS：Windows 10 

CPU/メモリ：上記 OＳが稼動する環境 ディスク容量：システム構成により変動 

ﾌﾟﾘﾝﾀ  ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀもしくはＯＡﾌﾟﾘﾝﾀ必須(申告書・複写帳票用)  

周辺機器  ﾃﾞｰﾀを保管するための大容量外部補助記憶装置推奨 

 

ネットワーク構成      法人数１０００以上の市町村で、課税処理と収納処理を同時に行う場合に最適。 
 
ｻｰﾊﾞｰ 

 
 

 

推奨ｻｰﾊﾞｰ：Windows2019Server  

CPU Celeron 2.7GHｚ以上 RAM:4GB 以上 構築されるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに必要な容量があること。 

外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽが必須(SQL ｻｰﾊﾞ 2019 以上推奨) 

ｸﾗｲｱﾝﾄ  推奨 OS：Windows 10 

CPU/メモリ：上記 OS が稼動する環境  ディスク容量：システム構成により変動 

ﾌﾟﾘﾝﾀ  ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀもしくはＯＡﾌﾟﾘﾝﾀ必須(申告書・複写帳票用)  

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀを推奨 

周辺機器  ｻｰﾊﾞ機の全体ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用装置として DDS2 以上準拠の DAT ﾄﾞﾗｲﾌﾞを推奨 
 
本カタログに記載されている製品の内容は令和 3年 1 月 1日現在のものです。カタログに掲載の内容は改善のため予告なく変更する場合があります。 
Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。Celeron は米国インテル社の登録商標です。 

その他の会社名・商品名等は各社の社名・商標・登録商標です。 

製造開発元 
 
ＣＴソリューションズ株式会社 
〒140-0001 

東京都品川区北品川１-１-１４ 第 1 小池ビル 

TＥＬ 03-3450-1141 ＦＡＸ 03-3450-1119 

販売元 

Windows10（推奨） 
法人住民税システム 

(ネットワーク対応版)インストール 

ドットインパクトプリンタ 
またはＯＡプリンタ 

(複写帳票使用の場合のみ) 

ページプリンタ 
(出力帳票サイズに 
適合したもの) 

テープドライブ(推奨) 
(ＤＡＴ・ＣＧＭＴなど) 

Windows2019 
 Server 
（推奨） 

ドットインパクトプリンタ 
またはＯＡプリンタ 

(複写帳票使用の場合のみ) ページプリンタ 
(出力帳票サイズに 
適合したもの) 

Windows 10（推奨） 
法人住民税システム 

(スタンドアロン対応版)インストール 

外部大容量記憶装置 

 

スタンドアロン構成 ネットワーク構成 


