法人企業の大量帳票の電子申告を実現する

外部連携（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）
NTT データでは、法人企業が税務署に提出する大量の法定調書や、複数の地方自治体に提出する帳票
の申告・申請手続きの電子申告ソリューションをご提供しています。

外部連携（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）の概要
お客様が現在利用しているシステムで作成された申告・申請等データを簡単に電子申告データに変換して「電子
申告の達人」へ取り込み、複数の提出先への提出や、大量の申告・申請書の電子申告を簡単操作でスムーズに行
うことができます。
サービスイメージ
国税庁

地方自治体

地
方
税

●CSVデータから
XMLデータに変換
●申告・申請データの
取り込み
●一括署名・一括送信
●送信結果の確認

e-Tax
受付システム

税

電子申告の達人
+
外部連携
（カスタマイズオプション）

インターネット

●申告・申請データ
の出力・作成
（※1）

クライアント端末

国

お客様システム
（ERPパッケージ等）

CSVデータ
・管理情報ファイル
（※2）
・明細ファイル
（※3）

eLTAX
ポータルセンター

B市

A県
Ｃ町

Ｅ市
Ｄ県
Ｆ町

※1：ERPパッケージによっては、連動モジュールまたはデータの加工が必要です。
※2：管理情報ファイルとは、総括表や合計表に該当するものです。電子申告に必要な情報を保有しています。
※3：明細ファイルとは、源泉徴収票
（国税）
や個人別明細
（地方税）
等に相当するものです。

３つの特徴

1

充実したエラーチェック機能
CSV データ取り込み時の使用禁止文字や不足情報等のエラーを全件検索し、エラー内容をわかりやすいログとして
出力（10,000 件まで）しますので、エラーを容易にかつ効率的に把握でき、対応できます。

2

使用禁止文字を自動変換
エラーとして検出される e-Tax や eLTAX で利用できない使用禁止文字を、事前に変換規則を登録することで、申告・
申請等データ取込み時に自動変換できる機能を持っていますので、使用禁止文字の修正のために申告データの内容
を確認して修正する手間が省けます。

3

提出先自治体登録の手間を大幅削減
地方税電子申告で必要な提出先自治体の事前登録についても、申告データの取り込み時に自動生成される CSV デー
タを利用して、一括登録する機能がありますので、煩わしい登録作業を省略できます。

電子申告の達人
「外部連携」で申告・申請等データを取り込んだ後の作業は、
「電子申告の達人」で行います。
「電子申告の達人」は、大量の電子申告
データや複数の提出先に対して電子申告を行う場合の一括処理機能を有しており、電子申告データの確認から送信、受信確認ま
での一連の作業を簡単操作で実現します。

電子申告データの生成・確認機能
外部システムからのデータ取込み
外部システムにより生成されたデータをカスタマイズオプション「外部
連携」を利用して電子申告データに変換し、
「電子申告の達人」専用の
データベースに保存します。

電子申告データの署名・送信機能
一括でのデータ検証／署名／送信
電子申告データに対して、データが正しいかどうかのチェック／電子
署名の付与／ e-Tax、eLTAX センターへのデータ送信を行えます。
各処理については、個別選択だけでなく、一括指定や条件指定等で
大量のデータを一括で処理することも可能です。

電子申告データの送信結果確認機能
送信結果の確認／メッセージボックス閲覧
送信した電子申告データが正しく受け付けられたかどうかの確認は、
e-Tax、eLTAX センターのメッセージボックスより受付結果をダウン
ロードして確認します。ダウンロードした受付結果だけでなく送信し
た電子申告データや送付書も同時にダウンロードし、
「電子申告の達
人」
専用のデータベースに保存されますので、e-Tax、eLTAX センター
のメッセージボックスでは一定期間経過すると自動的に削除されてし
まうデータを、
「電子申告の達人」
では継続的に保存が可能です。

電子申告データの進捗状況確認機能
電子申告の進捗状況確認／電子申告完了報告書出力
「電子申告の達人」で保存されている各電子申告データのステータス
（作成中／作成済／署名済／送信済）
、送信した日時、受付番号、申
告税額を顧問先または税目・手続き単位で一覧にて確認できます。表
示された一覧は、
CSV 形式や Excel 形式のファイルで出力可能なので、
さまざまな管理資料として活用できます。
また、本機能から
「電子申告完了報告書」の出力や、eLTAX において
は各市町村から送られてくる
「特別徴収税額通知データ」
をもとに各納
税者の税額通知の受領状況の確認や管理をすることができます。

その他の機能
共通画面
電子申告に関する作業全体のフローを考慮し設計されているため、直
感的に操作ができるようになっています。
送受信設定
利用者情報
（利用者識別番号、利用者 ID、暗証番号等）
を事前に登録
させる機能により、毎回 e-Tax、eLTAX センターへ電子申告データ
を送信するための都度の利用者情報入力を省略することができます。
メッセージの選択受信
メッセージ受信の際の 各種フィルタ機 能が 充実しており、e-Tax、
eLTAX センターに保管されているメッセージの選択受信も可能です。

マイナンバーに関する安全管理措置対応機能
データベースの強度暗号化、復号化
マイナンバー等の特定個人情報については、全て暗号化されて保存します。また、達人 Cube センターとお客様がご利用のコンピュータなどの鍵
になる情報及びソフトウェアがそろわないと復号化できない「分散管理」
方式を採用していますので、万が一の不正アクセスや情報流出があった場
合でも、マイナンバーを含めたデータベース内のデータを復元することはできません。
マイナンバーの表示、印刷、出力制御
マイナンバー部分の表示や印刷を「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
（アスタリスク）
で表示し、またマイナンバーを含んだ状態での出力や印刷は個人番号閲覧
権限があるログイン ID のみ可能としていますので、覗き見や不要な情報の拡散を抑止することができます。
達人 Cube ログイン ID の操作ログの記録
ログイン ID 単位
（利用者単位）
で、いつ誰がどのデータにアクセスしたのかログを残すことができます。
※操作ログの閲覧のためには、別途「データ管理の達人」
の契約が必要となります。
申告書作成ソフトの起動制御
（達人 Cube ログイン）
申告書作成ソフトの起動を達人 Cube へのログイン時に限定し、常に安全管理措置機能が有効な状態にします。
これらの機能は、データベースの設定で「データベースセキュリティ」
機能を有効にすることにより、アクティブになります。

「外部連携」の対応機能
「外部連携」で処理可能な機能および対応帳票は以下のとおりです。
区分
①給与

機能

税種別

対応手続（帳票）

国税

・ 給与所得の源泉徴収票
（同合計表）
・ 退職所得の源泉徴収票
（同合計表）
・ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
（同合計表）
・ 不動産の使用料等の支払調書
（同合計表）
・ 不動産等の譲受けの対価の支払調書
（同合計表）
・ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
（同合計表）
・ 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
（同合計表）

給与支払報告書

地方税

・ 個人住民税 給与支払報告書
（総括表、および個人別明細書）
・ 個人住民税 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出

②償却資産

償却資産申告書

地方税

・ 固定資産税

③保険、公的年金

法定調書
（保険・年金）

国税

・ 利子等の支払調書
（同合計表）
・ 定期積金の給付補てん金等の支払調書
（同合計表）
・ 生命保険契約等の一時金の支払調書
（同合計表）
・ 生命保険契約等の年金の支払調書
（同合計表）
・ 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書
（同合計表）
・ 保険等代理報酬の支払調書
（同合計表）
・ 公的年金等の源泉徴収票
（同合計表）
・ 生命保険金・共済金受取人別支払調書
（同合計表）
・ 損害
（死亡）保険金・共済金受取人別支払調書
（同合計表）

④投資信託等

⑤証券、銀行

法定調書
（源泉徴収票等）

償却資産申告書
（償却資産課税台帳、および種類別明細書）

公的年金等支払報告書

地方税

・ 個人住民税

源泉所得税徴収高計算
書（＋ダイレクト納付）

国税

・ 利子等の所得税徴収高計算書
・ 配当等の所得税徴収高計算書
・ 上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内
配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得
税徴収高計算書
・ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・ 定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
・ 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

申請・届出書 (NISA)

国税

・ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項
・ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項
・ 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項
・ 未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項
・ 非課税口座異動届出書に記載された事項等
・ 未成年者口座異動届出書に記載された事項等
・ 非課税口座移管依頼書に記載された事項等
・ 未成年者口座移管依頼書に記載された事項等
・ 変更届出事項
（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等）
・ 廃止届出事項
（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等）
・ 廃止届出事項
（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等）
・ 提出事項
（非課税管理勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）
・ 提出事項
（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項）

法定調書
( 証券・銀行 )

国税

・ 利子等の支払調書
（同合計表）
・ 国外公社債等の利子等の支払調書
（同合計表）
・ 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
（同合計表）
・ 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
（同合計表）
・ 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
（同合計表）
・ オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
（同合計表）
・ 配当等とみなす金額に関する支払調書
（同合計表）
・ 株式等の譲渡の対価等の支払調書
（同合計表）
・ 交付金銭等の支払調書
（同合計表）
・ 信託の計算書
（同合計表）
・ 名義人受領の配当所得の調書
（同合計表）
・ 先物取引に関する支払調書
（同合計表）
・ 特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する調書
（同合計表）
・ 特定口座年間取引報告書
（同合計表）
・ 特定振替国債等の譲渡対価の支払調書
（同合計表）
・ 特定振替国債等の償還金等の支払調書
（同合計表）
・ 非課税口座年間取引報告書
（同合計表）
・ 国外証券移管等調書
（同合計表）
・ 国外送金等調書
（同合計表）
・ 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 ( 同合計表 )
・ 非課税口座年間取引報告書・未成年者口座年間取引報告書 ( 同合計表 )

ご担当部署
スタッフ系
（総務、人事、給与）

スタッフ系
（経理、管財、財務）
業務系
（業務）
スタッフ系
（人事、給与）

公的年金等支払報告書
（総括表、および個人別明細書）
業務系
（特に投資信託）

業務系
（特に投資信託）

ご利用料金表
下記に基づいたご利用料金となります。

■ 電子申告の達人
商品名

※表示価格はすべて年間利用料の税抜きです。別途消費税がかかります。
年間利用料

電子申告の達人

36,000 円

グレード

提供形態

Professional Edition（プロフェッショナル・エディション）

ダウンロード版

■ 外部連携（「電子申告の達人」カスタマイズオプション）
オプション名

年間利用料

外部連携

106,800 円

区分

機能名

利用条件※ 1
（以下の条件を超える場合は、制限解除が必要です。）

①給与

法定調書（源泉徴収票等）
【国税】
給与支払報告書【地方税】

明細数：10,000 人まで
会社数：1 社（1 利用者 ID）処理

②償却資産

償却資産申告書【地方税】

明細数：100,000 件まで
会社数：1 社（1 利用者 ID）処理

③保険、公的年金

法定調書（証券・保険業務）
【国税】
公的年金等支払報告書【地方税】

明細数：5,000 人 または 5,000 件まで
会社数：1 社（1 利用者 ID）処理

④投資信託等

徴収高計算書＋ダイレクト納付【国税】
上記機能に合わせて NISA【国税】も利用可

銀行支店数：100 支店まで
証券支店数： 50 支店まで

⑤証券、銀行

法定調書（証券・金融機関業務）
【国税】

明細数：5,000 人 または 5,000 件まで
会社数：1 社（1 義務者）利用

※1：利用条件を超えてのご利用を希望される場合は、各区分ごとに制限解除することで、利用が可能です。区分ごとに解除費用が異なりますので、お問い合わせください。
※2：
「1利用者 ID」とは、地方税電子申告（eLTAX）を利用する利用者ごとに交付される利用者 ID を指します。
※ 3：
「④投資信託」をご利用の場合は、別途初期導入費がかかります。詳細は、お問い合わせください。

推奨環境
日本語 OS

Microsoft® Windows ® 10 ／ 8.1 ／ 7
※ Microsoft® Windows ® RT 8.1 は、動作対象外です。
※ Microsoft® Windows ® 7 の場合、Service Pack 1 以降が必要です。

メモリ ／ CPU

上記日本語 OS が推奨するメモリ／ CPU

ハードディスク

空き容量 500MB 以上
※ インストール時の空き容量を含みます。
※ データ領域は別途必要です。
※ データベースのインストール領域が別途必要です。
（Microsoft® SQL Server® 2016 の場合、6.0GB 以上の空き容量が必要です。
（
）Microsoft® SQL Server® 2014 の場合、6.0GB 以上の空き容量が必要です。）
（Microsoft® SQL Server® 2012 の場合、6.0GB 以上の空き容量が必要です。
（
）Microsoft® SQL Server® 2008 R2 の場合、2.2GB 以上の空き容量が必要です。）
（Microsoft® SQL Server® 2008 の場合、2.2GB 以上の空き容量が必要です。）

ディスプレイ

本体に接続可能で、上記日本語 OS に対応したディスプレイ
（解像度：1024 × 768 ドット以上）

ブラウザ

Microsoft® Internet Explorer® ※ 各 OS でサポートされている最新のバージョンをご利用ください。

インターネット接続環境

ブロードバンド接続 （ISDN や一部の CATV 回線接続ではご利用いただけない場合があります。）

プリンタ

上記日本語 OS に対応したレーザプリンタ

マウス ／ キーボード

上記日本語 OS で使用可能なマウス ／ キーボード

日本語変換システム

上記日本語 OS に対応した日本語変換システム

データベース

Microsoft® SQL Server® 2016 ※ 1 ／ Microsoft® SQL Server® 2014 ※ 2 ／ Microsoft® SQL Server® 2012 ／ Microsoft® SQL Server® 2008 R2
Microsoft® SQL Server® 2008 ※ 3
※ 1：Windows ® 10 および Windows ® 8.1 の 64 ビット版にインストールできます。32 ビット版にはインストールできません。
※ 2：Windows ® 10 および Windows ® 8.1、Windows ® （Service
7
Pack 1 以降）にインストールできます。
※ 3：Windows ® 8.1、Windows ® （Service
7
Pack 1 以降）にインストールできます。

※3／

以下のデータベースは、製品 DVD に格納されています。そちらを利用してインストールしてください。ただし、使用環境に応じて、各 SQL Server® の Standard Edition 以上を別途購入し
ていただく必要があります。
Microsoft® SQL Server® 2012 Express Edition Service Pack 3 ／ Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition Service Pack 3
以下のデータベースは、達人 Cube「アップデート」からインストールすることができます。そちらを利用してインストールしてください。ただし、使用環境に応じて、SQL Server® 2016、SQL
Server® 2014、および SQL Server® 2008 の場合は Standard Edition 以上を別途購入していただく必要があります。ご利用の際の注意事項は、達人 Cube「アップデート」の詳細情報を
ご確認ください。
Microsoft® SQL Server® 2016 Express Edition Service Pack 1 ／ Microsoft® SQL Server® 2014 Express Edition Service Pack 2 ／ Microsoft® SQL Server® 2008 Express
Edition Service Pack 4
※ データベースインスタンス名は、
「既定のインスタンス」で使用します。
※ データベースの基本設定
（文字セット、並び替え順、Unicode 照合順序）が初期状態以外に変更されている場合、本製品をサーバとして使用できない可能性があります。
必要なソフトウェア

以下のソフトウェアが必要です。未インストールの場合には、製品インストール時に自動的にインストールまたはガイダンスが表示されます。
Microsoft® .NET Framework 4 以降／ Microsoft® .NET Framework 2.0 ※
※ Windows ® 10 および Windows ® 8.1 では、Windows 機能にある「Microsoft .NET Framework 3.5 (.NET 3.0 及び 2.0 を含む )」の有効化が必要です。有効化するにはご利用のコ
ンピュータがインターネット環境に接続している必要あります。
Microsoft® SQL Server® 2014 ／ 2012 ／ 2008 R2 ／ 2008 をインストールするには、以下のソフトウェアが別途必要です。未インストールの場合には、各ソフトウェアのインストール時
に自動的にインストールされます。インストール後にコンピュータの再起動を求められますので、必ずコンピュータの再起動を行ってください。
Microsoft® .NET Framework 4.5.2 ※ 1 ／ Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 ※ 1 ※ 2
※ 1 ： Microsoft® SQL Server® 2014 ／ 2012 のインストール時に自動的にインストールされます。
※ 2 ： Microsoft® SQL Server® 2008 R2 ／ 2008 のインストール時に自動的にインストールされます。
Microsoft® SQL Server® 2016 をインストールするには、以下のソフトウェアが別途必要です。未インストールの場合には、ソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。
インストール後にコンピュータの再起動を求められますので、必ずコンピュータの再起動を行ってください。
Microsoft® .NET Framework 4.6 以降 ※
※ Windows ® 8.1 では、Windows Update でご利用のコンピュータが最新の状態になっている必要があります。

※上記記載のマイクロソフト社製品の詳細につきましては、マイクロソフト社ホームページをご参照ください。

お気軽にお問い合わせください

0120-554-620

第一公共事業本部

第二公共事業部

営業部 第三営業担当
（税務サービスグループ）

【受付時間】
9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

http://www.tatsuzin.info
達人シリーズ

検索

・「達人®」、
「達人Cube®」、
「電子申告の達人®」および「達人®」、
「達人Cube®」のロゴマークは、株式会社NTTデータの日本における登録商標です。
・ 上記の登録商標は、日本国内において販売される当社の商品に使用するものです。
・ 国税電子申告・納税システム（e-Tax）のロゴマークおよびイメージキャラクターの著作権は、国税庁に帰属します。
・ 地方税ポータルシステム（eLTAX）のロゴマークおよびイメージキャラクターの著作権は、一般社団法人地方税電子化協議会に帰属します。
・ その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
・ 記載されている内容は2017年4月現在のものです。このカタログに記載のサービスの仕様、価格等は、改良のため予告なく変更することがあります。
Copyright © 2017 NTT DATA Corporation

