
【税務システムデータベース全記録項目 】 

《固定資産税・都市計画税》 

１．プレハブ区分、２．プレ申告作成年月日、３．プレ申告送信有無フラグ、４．宛名番号、５．

按分元家屋物件番号、６．按分元号番、７．按分元室番、８．按分固定家屋課税標準額差額、９．

按分固定家屋課標、１０．按分固定家屋課標件数、１１．按分固定家屋課標増減件数、１２．按分

固定家屋軽減税額、１３．按分固定家屋軽減税額件数、１４．按分固定家屋軽減税額差額、１５．

按分固定家屋軽減税額増減件数、１６．按分固定家屋減免税額、１７．按分固定家屋減免税額件数、

１８．按分固定家屋減免税額差額、１９．按分固定家屋減免税額増減件数、２０．按分固定家屋税

額、２１．按分固定家屋税額件数、２２．按分固定家屋税額差額、２３．按分固定家屋税額増減件

数、２４．按分固定課標件数、２５．按分固定軽減税額、２６．按分固定軽減税額件数、２７．按

分固定軽減税額差額、２８．按分固定軽減税額増減件数、２９．按分固定減免税額、３０．按分固

定減免税額件数、３１．按分固定減免税額差額、３２．按分固定減免税額増減件数、３３．按分固

定合計課税標準額差額、３４．按分固定合計課標、３５．按分固定合計課標増減件数、３６．按分

固定資産税額、３７．按分固定資産税額件数、３８．按分固定資産税額差額、３９．按分固定資産

税額増減件数、４０．按分固定土地課税標準額差額、４１．按分固定土地課標、４２．按分固定土

地課標件数、４３．按分固定土地課標増減件数、４４．按分固定土地軽減税額、４５．按分固定土

地軽減税額件数、４６．按分固定土地軽減税額差額、４７．按分固定土地軽減税額増減件数、４８．

按分固定土地減免税額、４９．按分固定土地減免税額件数、５０．按分固定土地減免税額差額、５

１．按分固定土地減免税額増減件数、５２．按分固定土地税額、５３．按分固定土地税額件数、５

４．按分固定土地税額差額、５５．按分固定土地税額増減件数、５６．按分都計家屋課税標準額差

額、５７．按分都計家屋課標、５８．按分都計家屋課標件数、５９．按分都計家屋課標増減件数、

６０．按分都計家屋軽減税額、６１．按分都計家屋軽減税額件数、６２．按分都計家屋軽減税額差

額、６３．按分都計家屋軽減税額増減件数、６４．按分都計家屋減免税額、６５．按分都計家屋減

免税額件数、６６．按分都計家屋減免税額差額、６７．按分都計家屋減免税額増減件数、６８．按

分都計家屋税額、６９．按分都計家屋税額件数、７０．按分都計家屋税額差額、７１．按分都計家

屋税額増減件数、７２．按分都計課標件数、７３．按分都計軽減税額、７４．按分都計軽減税額件

数、７５．按分都計軽減税額差額、７６．按分都計軽減税額増減件数、７７．按分都計減免税額、

７８．按分都計減免税額件数、７９．按分都計減免税額差額、８０．按分都計減免税額増減件数、

８１．按分都計合計課税標準額差額、８２．按分都計合計課標、８３．按分都計合計課標増減件数、

８４．按分都計土地課税標準額差額、８５．按分都計土地課標、８６．按分都計土地課標件数、８

７．按分都計土地課標増減件数、８８．按分都計土地軽減税額、８９．按分都計土地軽減税額件数、

９０．按分都計土地軽減税額差額、９１．按分都計土地軽減税額増減件数、９２．按分都計土地減

免税額、９３．按分都計土地減免税額件数、９４．按分都計土地減免税額差額、９５．按分都計土

地減免税額増減件数、９６．按分都計土地税額、９７．按分都計土地税額件数、９８．按分都計土

地税額差額、９９．按分都計土地税額増減件数、１００．按分都市計画税額、１０１．按分都市計

画税額件数、１０２．按分都市計画税額差額、１０３．按分都市計画税額増減件数、１０４．異動



年月日、１０５．一点単価、１０６．一点単価簡易非木造、１０７．一点単価簡易木造、１０８．

一点単価非木造、１０９．一点単価木造、１１０．一般分専有床面積合計、１１１．一筆造成費コ

ード、１１２．一筆造成費深さ、１１３．一筆平米当り評点数、１１４．一筆補正コード、１１５．

一筆補正コード枝番、１１６．一筆補正開始年、１１７．一筆補正終了年、１１８．一筆補正率、

１１９．蔭地割合、１２０．沿線地フラグ、１２１．屋号、１２２．仮換地番号、１２３．価格、

１２４．価格単位区分、１２５．価格凍結区分、１２６．価格凍結年度、１２７．加算帳簿価額、

１２８．加算評価額、１２９．家屋一棟更正事由コード、１３０．家屋一棟更正中フラグ、１３１．

家屋一棟更正年月日、１３２．家屋一棟未登記区分、１３３．家屋一棟予備フラグ、１３４．家屋

一棟予備数字、１３５．家屋一棟予備文字、１３６．家屋一棟予備領域、１３７．家屋延床面積、

１３８．家屋軽減コード、１３９．家屋軽減開始年度、１４０．家屋軽減終了年度、１４１．家屋

軽減住宅戸数、１４２．家屋軽減床面積、１４３．家屋軽減切れフラグ、１４４．家屋軽減適用区

分、１４５．家屋軽減率分子、１４６．家屋軽減率分母、１４７．家屋権利の目的コード、１４８．

家屋権利原因コード、１４９．家屋権利原因年月日、１５０．家屋権利受付年月日、１５１．家屋

権利受付番号、１５２．家屋権利変更区分、１５３．家屋減免コード、１５４．家屋減免開始期、

１５５．家屋減免開始年度、１５６．家屋減免終了期、１５７．家屋減免終了年度、１５８．家屋

減免床面積、１５９．家屋減免適用区分、１６０．家屋減免率分子、１６１．家屋減免率分母、１

６２．家屋更正事由コード、１６３．家屋更正中フラグ、１６４．家屋更正年月日、１６５．家屋

合計床面積、１６６．家屋使用フラグ、１６７．家屋所在地外筆、１６８．家屋所在地漢字、１６

９．家屋所在地枝番、１７０．家屋所在地字コード、１７１．家屋所在地町丁コード、１７２．家

屋所在地編集コード、１７３．家屋所在地本番、１７４．家屋除外分区分、１７５．家屋－新軽床

面積要件下限、１７６．家屋－新軽床面積要件上限、１７７．家屋－新軽床面積要件貸家下限、１

７８．家屋－新軽対象床面積上限、１７９．家屋徴収猶予税額、１８０．家屋特例コード、１８１．

家屋特例開始年度、１８２．家屋特例終了年度、１８３．家屋特例床面積、１８４．家屋特例適用

区分、１８５．家屋特例率分子、１８６．家屋特例率分母、１８７．家屋番号漢字、１８８．家屋

番号枝番、１８９．家屋番号字コード、１９０．家屋番号町丁コード、１９１．家屋番号編集コー

ド、１９２．家屋番号本番、１９３．家屋非課税コード、１９４．家屋非課税開始年度、１９５．

家屋非課税終了年度、１９６．家屋非課税床面積、１９７．家屋非課税適用区分、１９８．家屋表

示の目的コード、１９９．家屋表示原因コード、２００．家屋表示原因年月日、２０１．家屋表示

受付年月日、２０２．家屋表示受付番号、２０３．家屋表示変更区分、２０４．家屋－評価計算開

始年度、２０５．家屋－評価替フラグ、２０６．家屋物件数、２０７．家屋物件番号、２０８．家

屋明細更正事由コード、２０９．家屋明細更正中フラグ、２１０．家屋明細更正年月日、２１１．

家屋明細未登記区分、２１２．家屋明細予備フラグ、２１３．家屋明細予備数字、２１４．家屋明

細予備文字、２１５．家屋明細予備領域、２１６．家屋免税点判定区分、２１７．課税家屋物件数、

２１８．課税画地更新後、２１９．課税画地更新前、２２０．課税地積、２２１．課税地積又は床

面積、２２２．課税地目コード、２２３．課税土地一筆価格更新後、２２４．課税土地一筆価格更

新前、２２５．課税土地一筆更新後、２２６．課税土地一筆更新前、２２７．課税土地物件数、２



２８．課税特例資産有無フラグ、２２９．課税年度、２３０．課税標準額、２３１．課税標準額合

計、２３２．課税標準帳簿価額、２３３．課税標準評価額、２３４．課税保留区分、２３５．課非

区分、２３６．課非区分、２３７．過年度随時税額、２３８．過年度随時税額１件数、２３９．過

年度随時税額１差額、２４０．過年度随時税額１増減件数、２４１．過年度随時税額２件数、２４

２．過年度随時税額２差額、２４３．過年度随時税額２増減件数、２４４．過年度納期限、２４５．

画地更新後、２４６．画地更新前、２４７．画地更正中フラグ、２４８．画地構成区分、２４９．

画地住宅戸数、２５０．画地住宅用地割合、２５１．画地住非区分、２５２．画地総地積、２５３．

画地判定区分、２５４．画地番号、２５５．画地番号区分、２５６．画地筆数、２５７．画地補正

コード、２５８．画地補正コード枝番、２５９．画地補正開始年、２６０．画地補正終了年、２６

１．画地補正率、２６２．画地履歴番号、２６３．開始年、２６４．開始年度、２６５．階数、２

６６．外筆管理番号、２６７．外筆区分、２６８．概要調書連携用コード値、２６９．街路区分、

２７０．該当フラグ、２７１．該当階、２７２．確定税額１期、２７３．確定税額２期、２７４．

確定税額３期、２７５．確定税額４期、２７６．確定税額過随、２７７．確定税額随、２７８．管

理番号、２７９．管理番号区分、２８０．鑑定価格、２８１．関連家屋号番、２８２．関連家屋物

件番号、２８３．基準年度、２８４．既課税額、２８５．期別税額１期、２８６．期別税額２期、

２８７．期別税額３期、２８８．期別税額４期、２８９．期別税額５期、２９０．期別税額６期、

２９１．期別税額７期、２９２．期別税額８期、２９３．期別税額９期、２９４．期別税額１０期、

２９５．期別税額１１期、２９６．期別税額１２期、２９７．期別税額随、２９８．期別税額随１

件数、２９９．期別税額随１差額、３００．期別税額随１増減件数、３０１．期別税額随２件数、

３０２．期別税額随２差額、３０３．期別税額随２増減件数、３０４．規約按分区分、３０５．規

約共用区分、３０６．規約共用分専有床面積、３０７．規約共用分専有床面積合計、３０８．規約

分専有床面積合計、３０９．義務者宛名番号、３１０．義務者持分番号、３１１．旧正面その他補

正率、３１２．旧正面奥行価格逓減率、３１３．旧正面奥行距離実測、３１４．旧正面奥行短小補

正率、３１５．旧正面奥行長大補正率、３１６．旧正面間口距離実測、３１７．旧正面間口狭小補

正率、３１８．旧正面評点数、３１９．旧正面路線番号、３２０．旧側方１その他補正率、３２１．

旧側方１奥行価格逓減率、３２２．旧側方１奥行距離実測、３２３．旧側方１奥行短小補正率、３

２４．旧側方１奥行長大補正率、３２５．旧側方１加算率、３２６．旧側方１角地区分、３２７．

旧側方１間口距離実測、３２８．旧側方１間口狭小補正率、３２９．旧側方１評点数、３３０．旧

側方１路線番号、３３１．旧側方２その他補正率、３３２．旧側方２奥行価格逓減率、３３３．旧

側方２奥行距離実測、３３４．旧側方２奥行短小補正率、３３５．旧側方２奥行長大補正率、３３

６．旧側方２加算率、３３７．旧側方２角地区分、３３８．旧側方２間口距離実測、３３９．旧側

方２間口狭小補正率、３４０．旧側方２評点数、３４１．旧側方２路線番号、３４２．旧二方その

他補正率、３４３．旧二方奥行価格逓減率、３４４．旧二方奥行距離実測、３４５．旧二方奥行短

小補正率、３４６．旧二方奥行長大補正率、３４７．旧二方加算率、３４８．旧二方間口距離実測、

３４９．旧二方間口狭小補正率、３５０．旧二方評点数、３５１．旧二方路線番号、３５２．共有

者宛名番号、３５３．共用区分、３５４．共用部住宅床面積、３５５．共用部非住宅床面積、３５



６．強制修正年月日、３５７．強制入力フラグ、３５８．業種種目コード、３５９．区画整理区分、

３６０．区分、３６１．区分所有宛名番号、３６２．区分所有減免コード、３６３．区分所有減免

開始期、３６４．区分所有減免開始年度、３６５．区分所有減免終了期、３６６．区分所有減免終

了年度、３６７．区分所有減免適用区分、３６８．区分所有減免率分子、３６９．区分所有減免率

分母、３７０．区分所有固定共用税額、３７１．区分所有固定共用補正率、３７２．区分所有更正

事由コード、３７３．区分所有更正年月日、３７４．区分所有持分分子、３７５．区分所有持分分

母、３７６．区分所有都計共用税額、３７７．区分所有都計共用補正率、３７８．区分所有非課税

コード、３７９．区分所有非課税開始年度、３８０．区分所有非課税終了年度、３８１．区分所有

非課税適用区分、３８２．区分所有免税点区分、３８３．経過年数、３８４．経年減点補正率、３

８５．計算不整合フラグ、３８６．軽減コード、３８７．軽減切れフラグ、３８８．決算期、３８

９．決定価格、３９０．決定価格区分、３９１．決定価格合計、３９２．決定税額、３９３．建築

事由コード、３９４．建築年次、３９５．建物名称、３９６．元先義務者宛名番号、３９７．減価

処置年度、３９８．減価率、３９９．減価率区分、４００．減額コードＩＤ、４０１．減額コード

値、４０２．減額種類区分、４０３．減額適用区分、４０４．減少区分、４０５．減少事由コード、

４０６．減少取得価額、４０７．減少年月、４０８．減免コード、４０９．減免資産有無フラグ、

４１０．減免税額、４１１．減免税額合計、４１２．減免税額帳簿、４１３．減免税額帳簿合計、

４１４．減免税額評価、４１５．減免税額評価合計、４１６．減免相当帳簿価額、４１７．減免相

当帳簿価額合計、４１８．減免相当評価額、４１９．減免相当評価額合計、４２０．減免対象課標、

４２１．減免対象課標合計、４２２．現況原因事由コード、４２３．現況地積、４２４．個人法人

区分、４２５．固定その他減免税額、４２６．固定その他減免税額件数、４２７．固定その他減免

税額差額、４２８．固定その他減免税額増減件数、４２９．固定家屋按分課税標準額、４３０．固

定家屋按分軽減税額、４３１．固定家屋按分軽減対象課標額、４３２．固定家屋按分減免税額、４

３３．固定家屋按分減免対象課標額、４３４．固定家屋按分税額、４３５．固定家屋課税標準額、

４３６．固定家屋課税標準額差額、４３７．固定家屋課標、４３８．固定家屋課標件数、４３９．

固定家屋課標増減件数、４４０．固定家屋確定税額、４４１．固定家屋確定税額件数、４４２．固

定家屋確定税額差額、４４３．固定家屋確定税額増減件数、４４４．固定家屋軽減税額、４４５．

固定家屋軽減税額件数、４４６．固定家屋軽減税額差額、４４７．固定家屋軽減税額増減件数、４

４８．固定家屋軽減対象課標額、４４９．固定家屋減免税額、４５０．固定家屋減免税額件数、４

５１．固定家屋減免税額差額、４５２．固定家屋減免税額増減件数、４５３．固定家屋減免対象課

標額、４５４．固定家屋税額、４５５．固定家屋税額件数、４５６．固定家屋税額差額、４５７．

固定家屋税額増減件数、４５８．固定家屋年税額差額、４５９．固定家屋年税額増減件数、４６０．

固定家屋納付年税額、４６１．固定家屋納付年税額件数、４６２．固定課税標準額、４６３．固定

課税標準額合計前年度、４６４．固定課税標準額合計評価額、４６５．固定課税標準額合計本則、

４６６．固定課税標準額合計本年度、４６７．固定課税標準額合計本年度特例前、４６８．固定課

税標準額前年度、４６９．固定課税標準額本年度、４７０．固定課標件数、４７１．固定確定税額、

４７２．固定確定税額件数、４７３．固定確定税額差額、４７４．固定確定税額増減件数、４７５．



固定区分土地課税標準額、４７６．固定区分土地課税標準額差額、４７７．固定区分土地課標、４

７８．固定区分土地課標件数、４７９．固定区分土地課標増減件数、４８０．固定区分土地軽減税

額、４８１．固定区分土地軽減税額件数、４８２．固定区分土地軽減税額差額、４８３．固定区分

土地軽減税額増減件数、４８４．固定区分土地軽減対象課標額、４８５．固定区分土地減免税額、

４８６．固定区分土地減免税額件数、４８７．固定区分土地減免税額差額、４８８．固定区分土地

減免税額増減件数、４８９．固定区分土地減免対象課標額、４９０．固定区分土地税額、４９１．

固定区分土地税額件数、４９２．固定区分土地税額差額、４９３．固定区分土地税額増減件数、４

９４．固定軽減課税標準額、４９５．固定軽減課標額、４９６．固定軽減税額、４９７．固定軽減

税額件数、４９８．固定軽減税額差額、４９９．固定軽減税額増減件数、５００．固定減税額、５

０１．固定減免課税標準額、５０２．固定減免課標、５０３．固定減免課標額、５０４．固定減免

税額、５０５．固定減免税額件数、５０６．固定減免税額差額、５０７．固定減免税額増減件数、

５０８．固定合計課税標準額差額、５０９．固定合計課標、５１０．固定合計課標増減件数、５１

１．固定差引後税額、５１２．固定算出税額、５１３．固定資産税額、５１４．固定資産税額件数、

５１５．固定資産税額差額、５１６．固定資産税額増減件数、５１７．固定小規外課標額前年度、

５１８．固定小規外課標額評価額、５１９．固定小規外課標額負担水準、５２０．固定小規外課標

額負担調整率、５２１．固定小規外課標額本則、５２２．固定小規外課標額本年度、５２３．固定

小規外課標額本年度特例前、５２４．固定小規外負担調整区分、５２５．固定小規外本則区分、５

２６．固定小規外類似土地比準割合、５２７．固定小規模課標額前年度、５２８．固定小規模課標

額評価額、５２９．固定小規模課標額負担水準、５３０．固定小規模課標額負担調整率、５３１．

固定小規模課標額本則、５３２．固定小規模課標額本年度、５３３．固定小規模課標額本年度特例

前、５３４．固定小規模負担調整区分、５３５．固定小規模本則区分、５３６．固定小規模類似土

地比準割合、５３７．固定条例減税額、５３８．固定相当算出税額、５３９．固定徴収猶予税額、

５４０．固定徴収猶予税額件数、５４１．固定徴収猶予税額差額、５４２．固定徴収猶予税額増減

件数、５４３．固定土地按分課税標準額、５４４．固定土地按分軽減税額、５４５．固定土地按分

軽減対象課標額、５４６．固定土地按分減免税額、５４７．固定土地按分減免対象課標額、５４８．

固定土地按分税額、５４９．固定土地家屋税額、５５０．固定土地課税標準額、５５１．固定土地

課税標準額差額、５５２．固定土地課標、５５３．固定土地課標件数、５５４．固定土地課標増減

件数、５５５．固定土地確定税額、５５６．固定土地確定税額件数、５５７．固定土地確定税額差

額、５５８．固定土地確定税額増減件数、５５９．固定土地軽減税額、５６０．固定土地軽減税額

件数、５６１．固定土地軽減税額差額、５６２．固定土地軽減税額増減件数、５６３．固定土地軽

減対象課標額、５６４．固定土地減免税額、５６５．固定土地減免税額件数、５６６．固定土地減

免税額差額、５６７．固定土地減免税額増減件数、５６８．固定土地減免対象課標額、５６９．固

定土地税額、５７０．固定土地税額件数、５７１．固定土地税額差額、５７２．固定土地税額増減

件数、５７３．固定土地年税額差額、５７４．固定土地年税額増減件数、５７５．固定土地納付年

税額、５７６．固定土地納付年税額件数、５７７．固定土地免除税額、５７８．固定特例課税標準

額、５７９．固定特例課標額、５８０．固定年税額差額、５８１．固定年税額増減件数、５８２．



固定納付年税額、５８３．固定納付年税額件数、５８４．固定非住宅課標額条例前年度、５８５．

固定非住宅課標額条例本年度、５８６．固定非住宅課標額条例本年度特例、５８７．固定非住宅課

標額前年度、５８８．固定非住宅課標額評価額、５８９．固定非住宅課標額負担水準、５９０．固

定非住宅課標額負担調整率、５９１．固定非住宅課標額本則、５９２．固定非住宅課標額本年度、

５９３．固定非住宅課標額本年度特例前、５９４．固定非住宅条例類似土地比準割合、５９５．固

定非住宅負担調整区分、５９６．固定非住宅本則区分、５９７．固定非住宅類似土地比準割合、５

９８．固定免除税額、５９９．固定免除税額件数、６００．固定免除税額差額、６０１．固定免除

税額増減件数、６０２．固定猶予税額、６０３．口座振替有無フラグ、６０４．控除前評点数、６

０５．控除帳簿価額、６０６．控除評価額、６０７．更新後一棟情報、６０８．更新後課税一棟集

計情報、６０９．更新後賦課情報、６１０．更新後明細情報、６１１．更新前一棟情報、６１２．

更新前課税一棟集計情報、６１３．更新前賦課情報、６１４．更新前明細情報、６１５．更正期別

コード、６１６．更正決定年月日、６１７．更正後家屋番号漢字、６１８．更正後家屋番号枝番、

６１９．更正後家屋番号字コード、６２０．更正後家屋番号町丁コード、６２１．更正後家屋番号

編集コード、６２２．更正後家屋番号本番、６２３．更正後課税地積又は床面積、６２４．更正後

課税地目コード、６２５．更正後課税標準額、６２６．更正後課税標準額合計、６２７．更正後区

分所有持分分子、６２８．更正後区分所有持分分母、６２９．更正後軽減コード、６３０．更正後

決定価格、６３１．更正後決定価格合計、６３２．更正後減免コード、６３３．更正後減免対象課

標、６３４．更正後減免地積、６３５．更正後固定課税標準額、６３６．更正後固定軽減税額、６

３７．更正後固定減免課標額、６３８．更正後固定減免税額、６３９．更正後固定相当算出税額、

６４０．更正後固定徴収猶予税額、６４１．更正後固定免除税額、６４２．更正後号番、６４３．

更正後市街化区分、６４４．更正後室番、６４５．更正後償却資産税額、６４６．更正後調査番号、

６４７．更正後登記屋根コード、６４８．更正後登記階層地下、６４９．更正後登記階層地上、６

５０．更正後登記構造コード、６５１．更正後登記種類コード、６５２．更正後登記地積又は床面

積、６５３．更正後登記地目コード、６５４．更正後都計課税標準額、６５５．更正後都計軽減税

額、６５６．更正後都計減免課標額、６５７．更正後都計減免税額、６５８．更正後都計相当算出

税額、６５９．更正後都計徴収猶予税額、６６０．更正後都計免除税額、６６１．更正後都市計画

区分、６６２．更正後棟番、６６３．更正後特例減少課標、６６４．更正後評価額、６６５．更正

後物件所在地外筆、６６６．更正後物件所在地漢字、６６７．更正後物件所在地枝番、６６８．更

正後物件所在地字コード、６６９．更正後物件所在地町丁コード、６７０．更正後物件所在地分離、

６７１．更正後物件所在地編集コード、６７２．更正後物件所在地本番、６７３．更正後明細屋根

コード、６７４．更正後明細階層地下、６７５．更正後明細階層地上、６７６．更正後明細構造コ

ード、６７７．更正後明細種類コード、６７８．更正後明細用途コード、６７９．更正後免税点判

定区分、６８０．更正後猶予免除コード、６８１．更正事由コード、６８２．更正事由コード 、６

８３．更正前家屋番号漢字、６８４．更正前家屋番号枝番、６８５．更正前家屋番号字コード、６

８６．更正前家屋番号町丁コード、６８７．更正前家屋番号編集コード、６８８．更正前家屋番号

本番、６８９．更正前課税地積又は床面積、６９０．更正前課税地目コード、６９１．更正前課税



標準額、６９２．更正前課税標準額合計、６９３．更正前区分所有持分分子、６９４．更正前区分

所有持分分母、６９５．更正前軽減コード、６９６．更正前決定価格、６９７．更正前決定価格合

計、６９８．更正前減免コード、６９９．更正前減免対象課標、７００．更正前減免地積、７０１．

更正前固定課税標準額、７０２．更正前固定軽減税額、７０３．更正前固定減免課標額、７０４．

更正前固定減免税額、７０５．更正前固定相当算出税額、７０６．更正前固定徴収猶予税額、７０

７．更正前固定免除税額、７０８．更正前号番、７０９．更正前市街化区分、７１０．更正前室番、

７１１．更正前償却資産税額、７１２．更正前調査番号、７１３．更正前登記屋根コード、７１４．

更正前登記階層地下、７１５．更正前登記階層地上、７１６．更正前登記構造コード、７１７．更

正前登記種類コード、７１８．更正前登記地積又は床面積、７１９．更正前登記地目コード、７２

０．更正前都計課税標準額、７２１．更正前都計軽減税額、７２２．更正前都計減免課標額、７２

３．更正前都計減免税額、７２４．更正前都計相当算出税額、７２５．更正前都計徴収猶予税額、

７２６．更正前都計免除税額、７２７．更正前都市計画区分、７２８．更正前棟番、７２９．更正

前特例減少課標、７３０．更正前評価額、７３１．更正前物件所在地外筆、７３２．更正前物件所

在地漢字、７３３．更正前物件所在地枝番、７３４．更正前物件所在地字コード、７３５．更正前

物件所在地町丁コード、７３６．更正前物件所在地分離、７３７．更正前物件所在地編集コード、

７３８．更正前物件所在地本番、７３９．更正前明細屋根コード、７４０．更正前明細階層地下、

７４１．更正前明細階層地上、７４２．更正前明細構造コード、７４３．更正前明細種類コード、

７４４．更正前明細用途コード、７４５．更正前免税点判定区分、７４６．更正前猶予免除コード、

７４７．更正年月日、７４８．更正年度、７４９．更正予定年月日、７５０．構成員宛名番号、７

５１．構成員持分番号、７５２．号番、７５３．合算区分、７５４．催告状況、７５５．再建築費

評点数、７５６．採用不整形地補正率、７５７．災害コード、７５８．削除フラグ、７５９．残存

率帳簿、７６０．残存率評価、７６１．市街化区分、７６２．市街化適用年度、７６３．氏名漢字、

７６４．資産コード、７６５．資産の所在地漢字、７６６．資産の所在地市外住所コード、７６７．

資産の所在地市内市外区分、７６８．資産の所在地住所枝番３コード、７６９．資産の所在地住所

枝番コード、７７０．資産の所在地住所自治体コード、７７１．資産の所在地住所小枝番コード、

７７２．資産の所在地住所町名コード、７７３．資産の所在地住所番地コード、７７４．資産の所

在地住所番地編集区分、７７５．資産名称、７７６．資本金、７７７．事業開始年月日、７７８．

事業所用家屋の所有区分、７７９．字コード、７８０．時点修正率、７８１．自治体コード、７８

２．自治体識別コード、７８３．室番、７８４．実地調査対象区分、７８５．借用資産有無フラグ、

７８６．主たる明細区分、７８７．主要路線価番号、７８８．取得価額、７８９．取得価額合計、

７９０．取得特例日区分、７９１．取得年月、７９２．種類コード、７９３．種類区分、７９４．

受付番号、７９５．需給補正率、７９６．収納異動連番、７９７．収納連携禁止フラグ、７９８．

終了年、７９９．住宅割合、８００．住宅戸数、８０１．住宅部分床面積、８０２．住宅用地割合、

８０３．住非区分、８０４．所有者判定区分、８０５．償却グループ番号、８０６．償却－みなし

課税フラグ、８０７．償却－異動入力開始年月日、８０８．償却－異動入力終了年月日、８０９．

償却課標異動後、８１０．償却課標異動前、８１１．償却－課標上限額、８１２．償却強制修正区



分、８１３．償却－決定区分、８１４．償却減免コード、８１５．償却減免開始期、８１６．償却

減免開始年度、８１７．償却減免終了期、８１８．償却減免終了年度、８１９．償却減免率分子、

８２０．償却減免率分母、８２１．償却更正事由コード、８２２．償却更正中フラグ、８２３．償

却更正年月日、８２４．償却使用フラグ、８２５．償却資産課税標準額、８２６．償却資産課税標

準額差額、８２７．償却資産課標、８２８．償却資産課標件数、８２９．償却資産課標増減件数、

８３０．償却資産確定税額、８３１．償却資産確定税額件数、８３２．償却資産確定税額差額、８

３３．償却資産確定税額増減件数、８３４．償却資産減免税額、８３５．償却資産減免税額件数、

８３６．償却資産減免税額差額、８３７．償却資産減免税額増減件数、８３８．償却資産減免対象

課標額、８３９．償却資産税額、８４０．償却資産税額件数、８４１．償却資産税額差額、８４２．

償却資産税額増減件数、８４３．償却資産年税額差額、８４４．償却資産年税額増減件数、８４５．

償却資産納付年税額、８４６．償却資産納付年税額件数、８４７．償却資産有無フラグ、８４８．

償却－償却最新年度、８４９．償却調査年月日、８５０．償却特例コード、８５１．償却特例開始

年度、８５２．償却特例終了年度、８５３．償却特例率分子、８５４．償却特例率分母、８５５．

償却非課税コード、８５６．償却方法、８５７．償却明細異動後、８５８．償却明細異動前、８５

９．償却免税点判定区分、８６０．小規外住宅用地割合、８６１．小規外地積、８６２．小規模住

宅用地割合、８６３．小規模地積、８６４．床面積、８６５．証明発行禁止フラグ、８６６．上昇

率、８６７．上昇率構造区分、８６８．上昇率用途区分、８６９．条文、８７０．状況類似番号、

８７１．職員番号、８７２．新築軽減切れフラグ、８７３．申告区分、８７４．申告受付日、８７

５．申告書受付年月日、８７６．申告書発送区分、８７７．申告書発送年月日、８７８．申告書発

送番号、８７９．申告状況区分、８８０．申告年度、８８１．申告連番、８８２．人数、８８３．

図面上の地積、８８４．図面番号、８８５．数量、８８６．正式名称、８８７．正面その他補正率、

８８８．正面奥行価格逓減率、８８９．正面奥行距離実測、８９０．正面奥行長大補正率、８９１．

正面間口距離実測、８９２．正面間口狭小補正率、８９３．正面評点数、８９４．正面路線番号、

８９５．青色申告有無フラグ、８９６．税目コード、８９７．税理士コード、８９８．税理士宛名

番号、８９９．税理士氏名、９００．税理士住所、９０１．税理士電話番号、９０２．税理士変更

年月日、９０３．積寒補正率非木造、９０４．積寒補正率木造、９０５．積雪補正率、９０６．専

有床面積、９０７．前基準年経年減点補正率、９０８．前基準年再建築費評点数、９０９．前基準

年上昇率、９１０．前基準年評価額、９１１．前基準年平米当再建築費評点数、９１２．前基準年

理論評価額、９１３．前年前取得価額、９１４．前年前取得価額合計、９１５．前年地目コード、

９１６．前年中減少価額、９１７．前年中減少価額合計、９１８．前年中取得価額、９１９．前年

中取得価額合計、９２０．前年度価格、９２１．前年度帳簿価額、９２２．前年度帳簿価額合計、

９２３．前年度評価額、９２４．前年度評価額合計、９２５．想定整形地積、９２６．増加事由コ

ード、９２７．増加償却月、９２８．増加償却資産有無フラグ、９２９．増加償却率、９３０．増

減調定額、９３１．造成費、９３２．造成費コード、９３３．造成費の深さ下限、９３４．造成費

の深さ上限、９３５．造成費採用区分、９３６．造成費種別区分、９３７．造成費深さ、９３８．

側方１その他補正率、９３９．側方１奥行価格逓減率、９４０．側方１奥行距離実測、９４１．側



方１奥行長大補正率、９４２．側方１加算率、９４３．側方１角地区分、９４４．側方１間口距離

実測、９４５．側方１間口狭小補正率、９４６．側方１評点数、９４７．側方１路線番号、９４８．

側方２その他補正率、９４９．側方２奥行価格逓減率、９５０．側方２奥行距離実測、９５１．側

方２奥行長大補正率、９５２．側方２加算率、９５３．側方２角地区分、９５４．側方２間口距離

実測、９５５．側方２間口狭小補正率、９５６．側方２評点数、９５７．側方２路線番号、９５８．

損耗補正率、９５９．耐用年数、９６０．耐用年数変更１耐年、９６１．耐用年数変更１年度、９

６２．耐用年数変更２耐年、９６３．耐用年数変更２年度、９６４．第１期税額、９６５．第１期

税額件数、９６６．第１期税額差額、９６７．第１期税額増減件数、９６８．第２期税額、９６９．

第２期税額件数、９７０．第２期税額差額、９７１．第２期税額増減件数、９７２．第３期税額、

９７３．第３期税額件数、９７４．第３期税額差額、９７５．第３期税額増減件数、９７６．第４

期税額、９７７．第４期税額件数、９７８．第４期税額差額、９７９．第４期税額増減件数、９８

０．第５期税額、９８１．第５期税額件数、９８２．第５期税額差額、９８３．第５期税額増減件

数、９８４．第６期税額、９８５．第６期税額件数、９８６．第６期税額差額、９８７．第６期税

額増減件数、９８８．第７期税額、９８９．第７期税額件数、９９０．第７期税額差額、９９１．

第７期税額増減件数、９９２．第８期税額、９９３．第８期税額件数、９９４．第８期税額差額、

９９５．第８期税額増減件数、９９６．第９期税額、９９７．第９期税額件数、９９８．第９期税

額差額、９９９．第９期税額増減件数、１０００．第１０期税額、１００１．第１０期税額件数、

１００２．第１０期税額差額、１００３．第１０期税額増減件数、１００４．第１１期税額、１０

０５．第１１期税額件数、１００６．第１１期税額差額、１００７．第１１期税額増減件数、１０

０８．第１２期税額、１００９．第１２期税額件数、１０１０．第１２期税額差額、１０１１．第

１２期税額増減件数、１０１２．宅地比準区分、１０１３．単価、１０１４．担当者氏名、１０１

５．担当者電話番号、１０１６．短縮年数資産有無フラグ、１０１７．地区コード、１０１８．地

上地下フラグ、１０１９．地積強制入力フラグ、１０２０．帳簿価額、１０２１．帳簿価額限度額

フラグ、１０２２．帳簿価額合計、１０２３．徴収猶予取消額１期、１０２４．徴収猶予取消額２

期、１０２５．徴収猶予取消額３期、１０２６．徴収猶予取消額４期、１０２７．徴収猶予取消額

過随、１０２８．徴収猶予取消額随、１０２９．徴収猶予税額１期、１０３０．徴収猶予税額２期、

１０３１．徴収猶予税額３期、１０３２．徴収猶予税額４期、１０３３．徴収猶予税額過随、１０

３４．徴収猶予税額随、１０３５．徴収猶予対象フラグ、１０３６．町丁コード、１０３７．町丁

名カナ、１０３８．町丁名漢字、１０３９．調査場所区分、１０４０．調査内容、１０４１．調査

年月日、１０４２．調査番号、１０４３．調定区分、１０４４．調定増減区分、１０４５．調定内

訳分類コード、１０４６．調定年月、１０４７．調定年月日、１０４８．調定年度、１０４９．直

接入力可能区分、１０５０．陳腐化耐用年数、１０５１．陳腐化年度、１０５２．追加一筆補正率

有無フラグ、１０５３．追加画地補正率有無フラグ、１０５４．通知書発行禁止フラグ、１０５５．

通知書番号、１０５６．通知年月日、１０５７．通路開設補正率、１０５８．訂正書整理番号、１

０５９．適用開始年度、１０６０．適用終了年度、１０６１．適用年数、１０６２．登記延床面積、

１０６３．登記屋根コード、１０６４．登記階層地下、１０６５．登記階層地上、１０６６．登記



建築日、１０６７．登記構造コード、１０６８．登記種類コード、１０６９．登記所在地外筆、１

０７０．登記所在地漢字、１０７１．登記所在地枝番、１０７２．登記所在地字コード、１０７３．

登記所在地町丁コード、１０７４．登記所在地編集コード、１０７５．登記所在地本番、１０７６．

登記床面積一階、１０７７．登記床面積地下、１０７８．登記床面積二階以上、１０７９．登記地

積、１０８０．登記地積又は床面積、１０８１．登記地目コード、１０８２．都計その他減免税額、

１０８３．都計その他減免税額件数、１０８４．都計その他減免税額差額、１０８５．都計その他

減免税額増減件数、１０８６．都計家屋按分課税標準額、１０８７．都計家屋按分軽減税額、１０

８８．都計家屋按分軽減対象課標額、１０８９．都計家屋按分減免税額、１０９０．都計家屋按分

減免対象課標額、１０９１．都計家屋按分税額、１０９２．都計家屋課税標準額、１０９３．都計

家屋課税標準額差額、１０９４．都計家屋課標、１０９５．都計家屋課標件数、１０９６．都計家

屋課標増減件数、１０９７．都計家屋確定税額、１０９８．都計家屋確定税額件数、１０９９．都

計家屋確定税額差額、１１００．都計家屋確定税額増減件数、１１０１．都計家屋軽減税額、１１

０２．都計家屋軽減税額件数、１１０３．都計家屋軽減税額差額、１１０４．都計家屋軽減税額増

減件数、１１０５．都計家屋軽減対象課標額、１１０６．都計家屋減免税額、１１０７．都計家屋

減免税額件数、１１０８．都計家屋減免税額差額、１１０９．都計家屋減免税額増減件数、１１１

０．都計家屋減免対象課標額、１１１１．都計家屋税額、１１１２．都計家屋税額件数、１１１３．

都計家屋税額差額、１１１４．都計家屋税額増減件数、１１１５．都計家屋年税額差額、１１１６．

都計家屋年税額増減件数、１１１７．都計家屋納付年税額、１１１８．都計家屋納付年税額件数、

１１１９．都計課税標準額、１１２０．都計課税標準額合計前年度、１１２１．都計課税標準額合

計評価額、１１２２．都計課税標準額合計本則、１１２３．都計課税標準額合計本年度、１１２４．

都計課税標準額合計本年度特例前、１１２５．都計課税標準額前年度、１１２６．都計課税標準額

本年度、１１２７．都計課標件数、１１２８．都計確定税額、１１２９．都計確定税額件数、１１

３０．都計確定税額差額、１１３１．都計確定税額増減件数、１１３２．都計区分土地課税標準額、

１１３３．都計区分土地課税標準額差額、１１３４．都計区分土地課標、１１３５．都計区分土地

課標件数、１１３６．都計区分土地課標増減件数、１１３７．都計区分土地軽減税額、１１３８．

都計区分土地軽減税額件数、１１３９．都計区分土地軽減税額差額、１１４０．都計区分土地軽減

税額増減件数、１１４１．都計区分土地軽減対象課標額、１１４２．都計区分土地減免税額、１１

４３．都計区分土地減免税額件数、１１４４．都計区分土地減免税額差額、１１４５．都計区分土

地減免税額増減件数、１１４６．都計区分土地減免対象課標額、１１４７．都計区分土地税額、１

１４８．都計区分土地税額件数、１１４９．都計区分土地税額差額、１１５０．都計区分土地税額

増減件数、１１５１．都計軽減課税標準額、１１５２．都計軽減課標額、１１５３．都計軽減税額、

１１５４．都計軽減税額件数、１１５５．都計軽減税額差額、１１５６．都計軽減税額増減件数、

１１５７．都計減税額、１１５８．都計減免課税標準額、１１５９．都計減免課標、１１６０．都

計減免課標額、１１６１．都計減免税額、１１６２．都計減免税額件数、１１６３．都計減免税額

差額、１１６４．都計減免税額増減件数、１１６５．都計合計課税標準額差額、１１６６．都計合

計課標、１１６７．都計合計課標増減件数、１１６８．都計差引後税額、１１６９．都計算出税額、



１１７０．都計小規外課標額前年度、１１７１．都計小規外課標額評価額、１１７２．都計小規外

課標額負担水準、１１７３．都計小規外課標額負担調整率、１１７４．都計小規外課標額本則、１

１７５．都計小規外課標額本年度、１１７６．都計小規外課標額本年度特例前、１１７７．都計小

規外負担調整区分、１１７８．都計小規外本則区分、１１７９．都計小規外類似土地比準割合、１

１８０．都計小規模課標額前年度、１１８１．都計小規模課標額評価額、１１８２．都計小規模課

標額負担水準、１１８３．都計小規模課標額負担調整率、１１８４．都計小規模課標額本則、１１

８５．都計小規模課標額本年度、１１８６．都計小規模課標額本年度特例前、１１８７．都計小規

模負担調整区分、１１８８．都計小規模本則区分、１１８９．都計小規模類似土地比準割合、１１

９０．都計条例減税額、１１９１．都計相当算出税額、１１９２．都計徴収猶予税額、１１９３．

都計徴収猶予税額件数、１１９４．都計徴収猶予税額差額、１１９５．都計徴収猶予税額増減件数、

１１９６．都計土地按分課税標準額、１１９７．都計土地按分軽減税額、１１９８．都計土地按分

軽減対象課標額、１１９９．都計土地按分減免税額、１２００．都計土地按分減免対象課標額、１

２０１．都計土地按分税額、１２０２．都計土地課税標準額、１２０３．都計土地課税標準額差額、

１２０４．都計土地課標、１２０５．都計土地課標件数、１２０６．都計土地課標増減件数、１２

０７．都計土地確定税額、１２０８．都計土地確定税額件数、１２０９．都計土地確定税額差額、

１２１０．都計土地確定税額増減件数、１２１１．都計土地軽減税額、１２１２．都計土地軽減税

額件数、１２１３．都計土地軽減税額差額、１２１４．都計土地軽減税額増減件数、１２１５．都

計土地軽減対象課標額、１２１６．都計土地減免税額、１２１７．都計土地減免税額件数、１２１

８．都計土地減免税額差額、１２１９．都計土地減免税額増減件数、１２２０．都計土地減免対象

課標額、１２２１．都計土地税額、１２２２．都計土地税額件数、１２２３．都計土地税額差額、

１２２４．都計土地税額増減件数、１２２５．都計土地年税額差額、１２２６．都計土地年税額増

減件数、１２２７．都計土地納付年税額、１２２８．都計土地納付年税額件数、１２２９．都計土

地免除税額、１２３０．都計特例課税標準額、１２３１．都計特例課標額、１２３２．都計年税額

差額、１２３３．都計年税額増減件数、１２３４．都計納付年税額、１２３５．都計納付年税額件

数、１２３６．都計非住宅課標額条例前年度、１２３７．都計非住宅課標額条例本年度、１２３８．

都計非住宅課標額条例本年度特例、１２３９．都計非住宅課標額前年度、１２４０．都計非住宅課

標額評価額、１２４１．都計非住宅課標額負担水準、１２４２．都計非住宅課標額負担調整率、１

２４３．都計非住宅課標額本則、１２４４．都計非住宅課標額本年度、１２４５．都計非住宅課標

額本年度特例前、１２４６．都計非住宅条例類似土地比準割合、１２４７．都計非住宅負担調整区

分、１２４８．都計非住宅本則区分、１２４９．都計非住宅類似土地比準割合、１２５０．都計免

除税額、１２５１．都計免除税額件数、１２５２．都計免除税額差額、１２５３．都計免除税額増

減件数、１２５４．都計猶予税額、１２５５．都市計画区分、１２５６．都市計画税額、１２５７．

都市計画税額件数、１２５８．都市計画税額差額、１２５９．都市計画税額増減件数、１２６０．

土地一筆価格更新後、１２６１．土地一筆価格更新前、１２６２．土地一筆更新後、１２６３．土

地一筆更新前、１２６４．土地－仮換地番号コード、１２６５．土地家屋区分、１２６６．土地管

理番号区分、１２６７．土地区分免税点判定区分、１２６８．土地軽減コード、１２６９．土地軽



減開始年度、１２７０．土地軽減終了年度、１２７１．土地軽減地積、１２７２．土地軽減適用区

分、１２７３．土地軽減率分子、１２７４．土地軽減率分母、１２７５．土地権利の目的コード、

１２７６．土地権利原因コード、１２７７．土地権利原因年月日、１２７８．土地権利受付年月日、

１２７９．土地権利受付番号、１２８０．土地権利変更区分、１２８１．土地減免コード、１２８

２．土地減免開始期、１２８３．土地減免開始年度、１２８４．土地減免終了期、１２８５．土地

減免終了年度、１２８６．土地減免地積、１２８７．土地減免適用区分、１２８８．土地減免率分

子、１２８９．土地減免率分母、１２９０．土地更正事由コード、１２９１．土地更正中フラグ、

１２９２．土地更正年月日、１２９３．土地合計地積、１２９４．土地－三角地計算開始年度、１

２９５．土地使用フラグ、１２９６．土地－宅地等本則年度、１２９７．土地－単価算出区分、１

２９８．土地徴収猶予税額、１２９９．土地調査年月日、１３００．土地－通路開設計算開始年度、

１３０１．土地－道路幅員計算開始年度、１３０２．土地－特定市フラグ、１３０３．土地特例コ

ード、１３０４．土地特例開始年度、１３０５．土地特例終了年度、１３０６．土地特例地積、１

３０７．土地特例適用区分、１３０８．土地特例率分子、１３０９．土地特例率分母、１３１０．

土地－農地本則年度、１３１１．土地非課税コード、１３１２．土地非課税開始年度、１３１３．

土地非課税終了年度、１３１４．土地非課税地積、１３１５．土地非課税適用区分、１３１６．土

地表示の目的コード、１３１７．土地表示原因コード、１３１８．土地表示原因年月日、１３１９．

土地表示受付年月日、１３２０．土地表示受付番号、１３２１．土地表示変更区分、１３２２．土

地－評価額単価区分、１３２３．土地－不整形地計算開始年度、１３２４．土地物件数、１３２５．

土地物件番号、１３２６．土地－無道路地計算開始年度、１３２７．土地免税点判定区分、１３２

８．土地－面積計算開始年度、１３２９．土地履歴番号、１３３０．棟数、１３３１．棟番、１３

３２．当初平米当再建築費評点数、１３３３．道路幅員実測、１３３４．道路幅員補正率、１３３

５．特記情報、１３３６．特殊計算区分、１３３７．特別償却圧縮記帳有無フラグ、１３３８．特

例コード、１３３９．特例減少課標、１３４０．特例減少課標合計、１３４１．特例減少帳簿価額、

１３４２．特例減少帳簿価額合計、１３４３．特例減少評価額、１３４４．特例減少評価額合計、

１３４５．特例減免対象区分、１３４６．二方その他補正率、１３４７．二方奥行価格逓減率、１

３４８．二方奥行距離実測、１３４９．二方奥行長大補正率、１３５０．二方加算率、１３５１．

二方間口距離実測、１３５２．二方間口狭小補正率、１３５３．二方評点数、１３５４．二方路線

番号、１３５５．年税額、１３５６．年税額過年度合計、１３５７．年税額差額、１３５８．年税

額増減件数、１３５９．年度、１３６０．納期限１期、１３６１．納期限２期、１３６２．納期限

３期、１３６３．納期限４期、１３６４．納期限５期、１３６５．納期限６期、１３６６．納期限

７期、１３６７．納期限８期、１３６８．納期限９期、１３６９．納期限１０期、１３７０．納期

限１１期、１３７１．納期限１２期、１３７２．納期限随、１３７３．納税組合番号、１３７４．

納付年税額、１３７５．納付年税額件数、１３７６．農業用施設用地区分、１３７７．農地区分、

１３７８．農地転用期限、１３７９．農地転用区分、１３８０．農地転用条項区分、１３８１．農

地転用年月日、１３８２．農地転用目的コード、１３８３．排他フラグ、１３８４．発見取得価格、

１３８５．判定開始年月日、１３８６．判定終了年月日、１３８７．番地編集区分、１３８８．番



地名称、１３８９．比準割合、１３９０．比準地目コード、１３９１．比準土地物件番号、１３９

２．非課税コード、１３９３．非課税資産有無フラグ、１３９４．非住宅コード、１３９５．非住

宅割合、１３９６．非住宅地積、１３９７．非住宅部分床面積、１３９８．筆数、１３９９．標準

地奥行距離、１４００．標準地間口距離、１４０１．標準地区分、１４０２．標準地番号、１４０

３．標準地路線価更新後、１４０４．標準地路線価更新前、１４０５．標準地路線価番号、１４０

６．表ＮＯ、１４０７．表示受付年月日、１４０８．表示名称、１４０９．評価額、１４１０．評

価額強制入力フラグ、１４１１．評価額限度額フラグ、１４１２．評価額合計、１４１３．評価区

分、１４１４．評価戸数、１４１５．評価方法区分、１４１６．評点数、１４１７．評点数構成区、

１４１８．不均衡、１４１９．不整形想定奥行実測、１４２０．不整形想定間口実測、１４２１．

不整形地補正率、１４２２．不整形地補正率採用区分、１４２３．敷地権コード、１４２４．敷地

権持分分子、１４２５．敷地権持分分母、１４２６．敷地権判定区分、１４２７．賦課オンライン

決裁処理フラグ、１４２８．賦課減免コード、１４２９．賦課減免開始期コード、１４３０．賦課

減免率分子、１４３１．賦課減免率分母、１４３２．賦課更正事由コード、１４３３．賦課使用フ

ラグ、１４３４．賦課修正理由コード、１４３５．複合利用用地合算区分、１４３６．物件所在地

外筆、１４３７．物件所在地漢字、１４３８．物件所在地枝番、１４３９．物件所在地字コード、

１４４０．物件所在地町丁コード、１４４１．物件所在地分離、１４４２．物件所在地編集コード、

１４４３．物件所在地本番、１４４４．物件番号、１４４５．分割課税有無フラグ、１４４６．分

合筆区分、１４４７．分合筆元先区分、１４４８．分合筆受付年月日、１４４９．分子、１４５０．

分母、１４５１．分離課税区分、１４５２．分離対象家屋物件番号、１４５３．分離対象号番、１

４５４．分離対象室番、１４５５．平米当り評点数、１４５６．平米当再建築費評点数、１４５７．

閉鎖区分、１４５８．閉鎖年度、１４５９．編集－家屋所在地コード、１４６０．編集－家屋番号

コード、１４６１．編集区分、１４６２．編集－土地所在地コード、１４６３．補正コード、１４

６４．補正コード枝番、１４６５．補正開始年、１４６６．補正枝番名称、１４６７．補正終了年、

１４６８．補正名称、１４６９．補正率、１４７０．本年度価格、１４７１．本年度帳簿価額、１

４７２．本年度評価額、１４７３．未完成コード、１４７４．未償却残高、１４７５．未償却残高

合計、１４７６．未調査区分、１４７７．未登記区分、１４７８．無道路遠い奥行実測、１４７９．

無道路奥行価格逓減率、１４８０．無道路近い奥行実測、１４８１．無道路補正率、１４８２．名

義人宛名番号、１４８３．名義人氏名、１４８４．名義人持分番号、１４８５．名義人住所、１４

８６．名称編集フラグ、１４８７．明細ＳＥＱ番号、１４８８．明細延床面積、１４８９．明細屋

根コード、１４９０．明細階層地下、１４９１．明細階層地上、１４９２．明細原因事由コード、

１４９３．明細原因年月日、１４９４．明細構造コード、１４９５．明細種類コード、１４９６．

明細床面積一階、１４９７．明細床面積地下、１４９８．明細床面積二階以上、１４９９．明細数、

１５００．明細数合計、１５０１．明細都市計画区分、１５０２．明細番号、１５０３．明細用途

コード、１５０４．免税点判定、１５０５．面積補正率、１５０６．面積補正率採用区分、１５０

７．木非区分、１５０８．猶予免除コード、１５０９．用途地区区分、１５１０．用途変更経過年

数、１５１１．用途変更年、１５１２．履歴番号、１５１３．理論評価額、１５１４．略称、１５



１５．類似土地物件番号、１５１６．路線価 

《収納》 

１．ＭＰＮ連動無フラグ、２．ＯＣＲ情報１、３．ＯＣＲ情報２、４．カナ金融機関名、５．カナ

支店名、６．コンビニバーコード、７．コンビニ受付店コード、８．コンビニ用自治体コード、

９．コンビニ用自治体コードフラグ、１０．ジョブＩＤ、１１．データ識別コード、１２．データ

番号、１３．データ部、１４．パラメタＩＤ、１５．パラメタコード、１６．宛先識別番号、１

７．宛名番号、１８．異動延滞金、１９．異動額合計、２０．異動申告加算金、２１．異動督促手

数料、２２．異動本税額、２３．移管年月日、２４．一連番号、２５．引抜済フラグ、２６．英数

字１、２７．英数字２、２８．英数字３、２９．延滞金仮消込額、３０．延滞金過誤納額、３１．

延滞金過誤納処理中額、３２．延滞金計算日、３３．延滞金減免区分、３４．延滞金自動計算有無

フラグ、３５．延滞金執行日、３６．延滞金収入額、３７．延滞金収入件数、３８．延滞金調定

額、３９．延滞金通知額、４０．延滞金督促催告有無、４１．延滞金納付額、４２．延滞金分納

額、４３．延滞金補正区分、４４．延滞金未納額、４５．延長申告期限、４６．仮消込額、４７．

仮消込納付区分、４８．仮消込有無フラグ、４９．加算金仮消込額、５０．加算金計算始期、５

１．加算金計算終期、５２．加算金計算日数、５３．加算金収入額、５４．加算金除算始期、５

５．加算金除算終期、５６．加算金除算日数、５７．加算金調定額、５８．加算金通知額、５９．

加算金通知書発行日、６０．加算金納付額、６１．加算金分納額、６２．課税状況コード、６３．

課税年度、６４．課税年度フラグ、６５．過誤納延滞金分、６６．過誤納還付加算金分、６７．過

誤納期別、６８．過誤納金額、６９．過誤納区分、７０．過誤納子番、７１．過誤納状態区分、７

２．過誤納申告加算金分、７３．過誤納督促手数料分、７４．過誤納発生日、７５．過誤納番号、

７６．過誤納本税分、７７．過年仮収入額、７８．過年過誤納額、７９．過年還付済額、８０．過

年還付未済額、８１．過年収入額、８２．過年充当済額、８３．過年調定額、８４．過年未納額、

８５．過納誤納区分、８６．会計年度、８７．回数、８８．開始期、８９．確定申告期限、９０．

確定申告受付日、９１．確定申告日、９２．確認前領収日、９３．確認番号、９４．括束番号、９

５．括束連番、９６．完納日、９７．漢字１、９８．漢字２、９９．漢字３、１００．管理子番、

１０１．管理番号、１０２．還付延滞金加算金、１０３．還付加算金、１０４．還付加算金計算区

分、１０５．還付金額、１０６．還付元宛名番号、１０７．還付元延滞金分、１０８．還付元課税

年度、１０９．還付元期別、１１０．還付元月別、１１１．還付元事業年度開始日、１１２．還付

元消込子番、１１３．還付元申告加算金分、１１４．還付元申告区分、１１５．還付元申告連番、

１１６．還付元税目コード、１１７．還付元調定年度、１１８．還付元通知書番号、１１９．還付

元督促手数料分、１２０．還付元本税分、１２１．還付支払自治体コード、１２２．還付支払日、

１２３．還付支払予定日、１２４．還付時効日、１２５．還付充当通知書発行日、１２６．還付充

当停止区分、１２７．還付請求日、１２８．還付先宛名番号、１２９．還付方法、１３０．還付本

税加算金、１３１．還付理由自由入力、１３２．期月、１３３．期月フラグ、１３４．期別、１３

５．機械処理時刻、１３６．機械処理日、１３７．記号番号、１３８．記事宛名番号、１３９．記

事作成日、１４０．記事番号、１４１．記事連番、１４２．旧課税年度、１４３．旧期別、１４



４．旧事業年度開始日、１４５．旧事業年度終了日、１４６．旧申告区分、１４７．旧申告連番、

１４８．旧税目コード、１４９．旧調定年度、１５０．旧通知書番号、１５１．共有宛名番号、１

５２．強制作成フラグ、１５３．金種コード、１５４．金融機関コード、１５５．金融機関名、１

５６．繰越年度、１５７．決裁書発行日、１５８．決裁書発付日、１５９．決裁書番号、１６０．

決裁日、１６１．決算処理待区分、１６２．月計終了年月、１６３．月別、１６４．減免日、１６

５．現年仮収入額、１６６．現年過誤納額、１６７．現年還付済額、１６８．現年還付未済額、１

６９．現年催告書停止区分、１７０．現年収入額、１７１．現年充当済額、１７２．現年滞繰区

分、１７３．現年調定額、１７４．現年度、１７５．現年年度繰越日、１７６．現年年度末日、１

７７．現年未納額、１７８．個人基本種別コード、１７９．公示フラグ、１８０．公示日、１８

１．公示入力日、１８２．口座還付作成日、１８３．口座種別、１８４．口座振替区分、１８５．

口座振替日、１８６．口座停止税目コード０１、１８７．口座停止税目コード０２、１８８．口座

停止税目コード０３、１８９．口座停止税目コード０４、１９０．口座停止税目コード０５、１

９１．口座停止税目コード０６、１９２．口座停止税目コード０７、１９３．口座停止税目コー

ド０８、１９４．口座停止税目コード０９、１９５．口座停止税目コード１０、１９６．口座番

号、１９７．口座名義人カナ、１９８．口座名義人漢字、１９９．口振不能回数、２００．口振不

能理由コード、２０１．控除不足口座還付作成日、２０２．控除不足発生事由コード、２０３．更

新アクセスコード、２０４．更新プログラムＩＤ、２０５．更新時刻、２０６．更新職員番号、２

０７．更新前催告書発行日、２０８．更新前催告納期、２０９．更新端末ＩＤ、２１０．更新年月

日、２１１．更正決定通知日、２１２．更正元課税年度、２１３．更正元事業年度開始日、２１

４．更正元収納異動連番、２１５．更正元申告区分、２１６．更正元申告年月日、２１７．更正元

申告連番、２１８．更正元調定年度、２１９．更正元通知書番号、２２０．更正後延滞金調定額、

２２１．更正後控除不足額、２２２．更正後申告加算金調定額、２２３．更正後滞繰本税調定額、

２２４．更正後調定年月、２２５．更正後督促手数料調定額、２２６．更正後内訳調定額１、２２

７．更正後内訳調定額２、２２８．更正後内訳調定額３、２２９．更正後内訳調定額４、２３０．

更正後内訳調定額５、２３１．更正後内訳調定額６、２３２．更正後本税調定額、２３３．更正事

由コード、２３４．更正請求日、２３５．更正前控除不足額、２３６．更正前滞繰本税調定額、２

３７．更正日、２３８．国保記号番号、２３９．国保徴収区分、２４０．国保内訳区分、２４１．

差替前確認番号、２４２．差替前納付番号、２４３．催告書発行日、２４４．催告納期、２４５．

最終更正日、２４６．最終支払日、２４７．最終収入日、２４８．最終消込公金日、２４９．最終

消込処理日、２５０．最終調定本税、２５１．最終領収日、２５２．歳出還付支払日、２５３．歳

入還付支払日、２５４．歳入歳出区分、２５５．歳入年度、２５６．削除フラグ、２５７．削除時

刻、２５８．削除日、２５９．子番、２６０．市県現年按分率、２６１．市県滞繰按分率、２６

２．指定納期限、２６３．指定番号、２６４．支店コード、２６５．支店名、２６６．支払区分、

２６７．支払済報奨金、２６８．支払済報奨金予備、２６９．支払場所、２７０．支払人、２７

１．支払予定額、２７２．支払予定日、２７３．死亡有無、２７４．事業年度開始日、２７５．事

業年度開始日フラグ、２７６．事業年度終了日、２７７．時効予定日、２７８．自治体コード、２



７９．自治体識別コード、２８０．自動処理フラグ、２８１．自由カラム１、２８２．自由カラム

２、２８３．自由カラム３、２８４．識別番号、２８５．車検有無フラグ、２８６．車種コード、

２８７．車両コード、２８８．車両履歴番号、２８９．取扱期限、２９０．取消区分、２９１．取

消日、２９２．取戻額、２９３．取戻子番、２９４．取戻状態区分、２９５．取戻発生日、２９

６．受付年月日、２９７．授命年月日、２９８．収入額、２９９．収入総本税、３００．収入日、

３０１．収入日フラグ、３０２．収納異動連番、３０３．収納更正元子番、３０４．収納更正日、

３０５．収納種別、３０６．収納種別フラグ、３０７．修正区分、３０８．修正前宛名番号、３０

９．修正前課税年度、３１０．修正前回数、３１１．修正前確認番号、３１２．修正前括束番号、

３１３．修正前括束連番、３１４．修正前期月、３１５．修正前子番、３１６．修正前事業年度開

始日、３１７．修正前自治体コード、３１８．修正前収入日、３１９．修正前収納種別、３２０．

修正前消込延滞金、３２１．修正前消込金額、３２２．修正前消込申告加算金、３２３．修正前消

込退職税額、３２４．修正前消込督促手数料、３２５．修正前消込報奨金、３２６．修正前消込本

税額、３２７．修正前申告区分、３２８．修正前申告連番、３２９．修正前税目コード、３３０．

修正前調書番号、３３１．修正前調定年度、３３２．修正前通知書番号、３３３．修正前年金保険

者コード、３３４．修正前納付区分、３３５．修正前納付書種類、３３６．修正前納付番号、３３

７．修正前領収日、３３８．終了期、３３９．集計区分、３４０．集計月、３４１．集計年月、３

４２．充当延滞金加算金、３４３．充当加算金、３４４．充当金額、３４５．充当元宛名番号、３

４６．充当元延滞金分、３４７．充当元課税年度、３４８．充当元期別、３４９．充当元月別、３

５０．充当元事業年度開始日、３５１．充当元消込子番、３５２．充当元申告加算金分、３５３．

充当元申告区分、３５４．充当元申告連番、３５５．充当元税目コード、３５６．充当元調定年

度、３５７．充当元通知書番号、３５８．充当元督促手数料分、３５９．充当元本税分、３６０．

充当子番、３６１．充当執行日、３６２．充当処理日、３６３．充当先宛名番号、３６４．充当先

延滞金分、３６５．充当先課税年度、３６６．充当先期別、３６７．充当先月別、３６８．充当先

事業年度開始日、３６９．充当先消込子番、３７０．充当先申告加算金分、３７１．充当先申告区

分、３７２．充当先申告連番、３７３．充当先税目コード、３７４．充当先調定年度、３７５．充

当先通知書番号、３７６．充当先督促手数料分、３７７．充当先納期限、３７８．充当先本税分、

３７９．充当先未納延滞金分、３８０．充当先未納申告加算金分、３８１．充当先未納督促手数

料分、３８２．充当先未納本税分、３８３．充当本税加算金、３８４．処分コード、３８５．初回

支払日、３８６．所得税更正通知日、３８７．除外延滞金減免、３８８．除外換価猶予、３８９．

除外繰上徴収、３９０．除外交付要求、３９１．除外差押、３９２．除外参加差押、３９３．除外

時効完成、３９４．除外時効中断、３９５．除外執行停止、３９６．除外徴収猶予、３９７．除外

督促公示、３９８．除外督促返戻、３９９．除外納通公示、４００．除外納通返戻、４０１．除外

納付委託、４０２．除外納付誓約、４０３．除外不納欠損、４０４．除外分割納付、４０５．除外

予備１、４０６．除外予備２、４０７．除外予備３、４０８．除外予備４、４０９．除外予備５、

４１０．除算期間開始日、４１１．除算期間終了日、４１２．消込エラーコード、４１３．消込延

滞金、４１４．消込延滞金フラグ、４１５．消込回数フラグ、４１６．消込括束番号フラグ、４１



７．消込括束連番フラグ、４１８．消込金額、４１９．消込金額フラグ、４２０．消込子番、４２

１．消込消込退職税額フラグ、４２２．消込申告加算金、４２３．消込申告加算金フラグ、４２

４．消込退職税額、４２５．消込退職税額フラグ、４２６．消込調書番号フラグ、４２７．消込督

促手数料、４２８．消込督促手数料フラグ、４２９．消込報奨金、４３０．消込報奨金フラグ、４

３１．消込本税額、４３２．消込本税額フラグ、４３３．消失認定日、４３４．証券種類コード、

４３５．証券番号、４３６．状態区分、４３７．状態更新日、４３８．振替宛名番号、４３９．振

替課税年度、４４０．振替期別、４４１．振替金額、４４２．振替事業年度開始日、４４３．振替

処理日、４４４．振替消込子番、４４５．振替申告区分、４４６．振替申告連番、４４７．振替税

目コード、４４８．振替調定年度、４４９．振替通知書番号、４５０．振替不能通知書作成済区

分、４５１．振替予定日、４５２．振替理由コード、４５３．振分子番、４５４．新年度、４５

５．申告加算金仮消込額、４５６．申告加算金過誤納額、４５７．申告加算金過誤納処理中額、４

５８．申告加算金種類、４５９．申告加算金収入額、４６０．申告加算金収入件数、４６１．申告

加算金調定額、４６２．申告加算金未納額、４６３．申告基準日、４６４．申告基礎区分、４６

５．申告基礎年月日、４６６．申告区分、４６７．申告区分フラグ、４６８．申告年月日、４６

９．申告連番、４７０．申告連番フラグ、４７１．数値１、４７２．数値２、４７３．数値３、４

７４．税額異動エラー事由、４７５．税額異動レコード区分、４７６．税額異動作成区分、４７

７．税額異動抽出区分、４７８．税保コード、４７９．税目コード、４８０．税目コードフラグ、

４８１．前回更新アクセスコード、４８２．前回更新プログラムＩＤ、４８３．前回更新時刻、４

８４．前回更新職員番号、４８５．前回更新端末ＩＤ、４８６．前回更新年月日、４８７．前納分

確認番号、４８８．前納分納付番号、４８９．前納報奨金、４９０．前納報奨金予備、４９１．送

付先氏名、４９２．送付先住所、４９３．送付先方書、４９４．送付先郵便番号、４９５．増減収

入額、４９６．増減収入額内訳１、４９７．増減収入額内訳２、４９８．増減調定額、４９９．増

減調定額内訳１、５００．増減調定額内訳２、５０１．滞繰調定本税、５０２．滞繰年度繰越日、

５０３．滞繰年度末日、５０４．退職市区町村民税差額、５０５．退職人員数、５０６．退職調定

入力フラグ、５０７．退職通知書発付日、５０８．退職都道府県民税差額、５０９．退職納入申告

日、５１０．担当区コード、５１１．抽出済フラグ、５１２．抽出年月日、５１３．調査記事、５

１４．調査記事通番、５１５．調査年月日、５１６．調査票出力年月日、５１７．調書番号、５１

８．調定異動予定有無、５１９．調定子番、５２０．調定年月、５２１．調定年度、５２２．調定

年度フラグ、５２３．調定履歴有無フラグ、５２４．通知時還付方法、５２５．通知書作成日、５

２６．通知書種類、５２７．通知書発行日、５２８．通知書番号、５２９．通知書番号フラグ、５

３０．低率終了日、５３１．店舗コード、５３２．登録時刻、５３３．登録日、５３４．登録年月

日、５３５．都計現年按分率、５３６．都計滞繰按分率、５３７．都市計画税区分、５３８．特徴

事業所宛名番号、５３９．特土徴収区分、５４０．督手分納額、５４１．督促確認番号、５４２．

督促公示日、５４３．督促取消日、５４４．督促手数料仮消込額、５４５．督促手数料過誤納額、

５４６．督促手数料過誤納処理中額、５４７．督促手数料収入額、５４８．督促手数料収入件数、

５４９．督促手数料調定額、５５０．督促手数料通知額、５５１．督促手数料納付額、５５２．督



促手数料未納額、５５３．督促状停止理由コード、５５４．督促状発行日、５５５．督促停止区

分、５５６．督促納期、５５７．督促納付番号、５５８．内訳調定額１、５５９．内訳調定額２、

５６０．内訳調定額３、５６１．内訳調定額４、５６２．内訳調定額５、５６３．内訳調定額６、

５６４．入金データ種別、５６５．年金保険者コード、５６６．年金保険者コードフラグ、５６

７．年調定額、５６８．年度、５６９．納期限、５７０．納期特例区分、５７１．納税通知書発付

日、５７２．納付額、５７３．納付額１、５７４．納付額２、５７５．納付額３、５７６．納付額

４、５７７．納付額５、５７８．納付額６、５７９．納付額７、５８０．納付額８、５８１．納付

額９、５８２．納付額１０、５８３．納付額１１、５８４．納付額１２、５８５．納付区分、５８

６．納付区分フラグ、５８７．納付時年金保険者コード、５８８．納付書種類、５８９．納付書種

類フラグ、５９０．納付書番号フラグ、５９１．納付情報摘要フラグ、５９２．納付番号、５９

３．納付予定日、５９４．農地変更日、５９５．廃車年月日、５９６．排他フラグ、５９７．媒体

作成区分、５９８．発生元過誤納状態区分、５９９．発生元収入日、６００．発生元領収日、６０

１．発生収入延滞金分、６０２．発生収入申告加算金分、６０３．発生収入督促手数料分、６０

４．発生収入本税分、６０５．発生調定延滞金分、６０６．発生調定申告加算金分、６０７．発生

調定督促手数料分、６０８．発生調定本税分、６０９．番号区分、６１０．備考、６１１．標識、

６１２．不納欠損区分、６１３．不納欠損事由コード、６１４．不納欠損処理日、６１５．不納欠

損本税、６１６．賦課決定日、６１７．賦課時年金保険者コード、６１８．分納回数、６１９．分

納区分、６２０．分納子番、６２１．分納有無フラグ、６２２．文書確定フラグ、６２３．文書作

成日、６２４．文書種類、６２５．文書発行日、６２６．変更締切日、６２７．変更納期限、６２

８．返還確定日、６２９．返還金管理番号、６３０．返還金内訳額、６３１．返還指定額、６３

２．返還時期別収入額、６３３．返還時期別調定額、６３４．返還時内訳異動額、６３５．返還時

内訳消込額、６３６．返戻年月日、６３７．返戻理由コード、６３８．報奨金収入額、６３９．報

奨金収入件数、６４０．法人番号、６４１．法定納期限、６４２．法定納期限等、６４３．本税仮

消込額、６４４．本税過誤納額、６４５．本税過誤納処理中額、６４６．本税収入額、６４７．本

税収入件数、６４８．本税調定額、６４９．本税通知額、６５０．本税納付額、６５１．本税分納

額、６５２．本税未納額、６５３．未処理延滞金分、６５４．未処理還付加算金分、６５５．未処

理金額、６５６．未処理申告加算金分、６５７．未処理督促手数料分、６５８．未処理本税分、６

５９．免除認定日、６６０．予備１、６６１．予備２、６６２．予備３、６６３．予備４、６６

４．予備５、６６５．利息計算開始日、６６６．利息計算終了日、６６７．利息計算対象額、６６

８．利息計算単位、６６９．利息計算日数、６７０．利息相当額、６７１．利息相当額強制フラ

グ、６７２．利息内訳額、６７３．利息率、６７４．利息率区分、６７５．利息連番、６７６．履

歴番号、６７７．履歴連番、６７８．領収時間、６７９．領収日、６８０．領収日フラグ、６８

１．累計収入額、６８２．累計収入額到来、６８３．累計収入額到来内訳１、６８４．累計収入額

到来内訳２、６８５．累計収入額内訳１、６８６．累計収入額内訳２、６８７．累計調定額、６８

８．累計調定額到来、６８９．累計調定額到来内訳１、６９０．累計調定額到来内訳２、６９１．

累計調定額内訳１、６９２．累計調定額内訳２、６９３．累計不納欠損額、６９４．個人番号、６



９５．法人番号 


