
1 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

税務代理権限証書 新様式に関する 
            よくあるお問い合わせ 

平成26年税制改正における改正の概要～電子申告まで
のよくあるお問い合わせ 

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm 

【参考】 税務調査手続に関するFAQ（税理士向け） 

Ver.3  ７月以降申告版（8/1現在）  内容が変更になる場合があります。 
あらかじめご了承ください。 

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm#a01
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm#a01
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改正の概要  

     税務代理権限証書 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

平成26年度版税制改正内容  

平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前 
通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。 
これにより、平成26年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知については、納税義務者の同意が 
税務代理権限証書に記載されている場合には、税務代理人に対して行うことができることとなります。 

平成26年6月30日以前 平成26年7月1日以後 

個人の申告 
所得税及び復興特別所得税申告、
贈与税申告、個人消費税の申告は、
平成27年１月より変更になります。 
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◆修正申告場合は、旧様式を添付して提出することができます。 
 「事前通知に関する同意」については、旧様式の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載 
 して提出することができます。                                         

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

平成26年度版税制改正内容  

◆平成26年7月1日以後に提出する場合は、新様式で提出します。 
 ⇒新様式で提出するには、法人税、財務、電子申告のバージョンアップが必要です。  

  税務代理権限証書 
 
7月以降の電子申告について   

例えば、法人税の修正申告の場合は？ 
平成26年3月31日以前に終了した事業年度・年分等に係る申告書には、新様式での添付
提出はできませんので、新様式を個別送信するか、そのまま旧様式を添付して提出します。 
旧様式を添付して提出する場合には、税務代理する税目や「事前通知に関する同意」等の 
記載漏れに注意してください。 

過年分について税務代理権限証書を提出していない場合 
①新たに税務代理を委任された場合、②税務代理は委任されていた
が一部の税目について税務代理権限証書を提出していない場合 

（注）過年分の税務代理権限証書に源泉所得
税の記載がない場合には、直近年分の税務代理
権限証書の「１ 税務代理の対象に関する事項」
欄に源泉所得税を記載し、かつ、「２ その他の
事項」欄に上記のとおり記載してください。 

過年分について税務代理権限証書（全税目）を提出している場合 
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7/1 

Eiボードダウンロード
マネージャ公開 

7/18 
2014年 

7/29 

マイページ公開 

7/25 
8/5 

7/29 IKX法人税 (Ver.H26.20）CD発送開始 

7/25 IKX財務 (Ver.5.30）CD発送開始 

7/31 財務応援Super(Ver.9.30）CD発送開始 

7/31 

8/5 法人税顧問(Ver.H26.20）CD発送開始 

事前公開 

8/7 

8/5 申請・届出R4(Ver.14.10） CD保守発送開始 

8/8 

8/11 

8/8 財務顧問R4 Professional(Ver.14.20） 
8/8 財務顧問R4 Basic(Ver.14.20） 
                     CD保守発送開始 

8/11 法人税顧問R4(Ver.14.20a） 
                             CD保守発送開始 

 
対応版のスケジュール   

  税務代理権限証書 

以下も同時公開します。 
・Eiボード     14.11 
・事務所管理  14.10 
・R4コンバーター 1.11 

リリース（改版商品） 

マイページ、 
ダウンロードマネージャー 

公開 

以下も同時公開します。 
・内訳・概況書 14.11 
・R4コンバーター 1.12 

Eiボードダウンロード 
マネージャ公開 

新様式が受付開始となる7/1（火）に合わせ、事前にタビスランドにてダウンロード公開しています。（8月中旬まで） 
改版商品をご提供するより前にタビスランドでプログラムをご提供するため、タビスランド等で公開するバージョンと、 
お届けする改版のバージョンが異なります。7月の申告がある場合には、ダウンロードしてご使用ください。 

7月以降の申告 新様式 

8/7 IKX財務R4(Ver.14.20） CD保守発送開始 
8/7 IKX法人税R4(Ver.14.20a)CD保守発送開始 

タビスランドのみ 
公開 

財務応援は、お持ちのVer.9
のプロダクトID（Superは
Ver.9.1のプロダクトIDを、
LiteはVer.9.0のプロダクト 
ＩＤ）を入力してください。 

電子申告の 
プログラムは、 
マイページから 
ダウンロードして 
ください。 

旧製品 

R4製品 

6月申告まで 
旧様式 
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事前公開とリリース（改版商品）のバージョンについて  

  税務代理権限証書 

事前公開 リリース（改版商品） 

旧製品の 
「税務申請書顧問Ex」 
をご使用の方は、 
R4「申請・届出書顧問R4」
にアップグレードしてください。 
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バ-ジョン 
アップ 

バ-ジョン 
アップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンバーターVer.1.12 7/18公開 

全部入り
DVD 

Ver.H25.2x 

Ver.H26.10 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

アップグレード版に同梱されている 

コンバーターVer.1.00a 

Ver.14.10a 
コンバート対象外 

 
法人税をR4へコンバートする際の注意点    

バ-ジョン 
アップ 

Ver.H26.11 
Ver.H26.20 

税務代理権限証書 新様式対応版 

Ver.14.11 
Ver.14.20 

アップグレード版 

平成26年4月1日以後終了事業年度の法人データを選択してコンバートを実行してください。 
エラーが出た場合は「プログラムを終了します」を選択して終了後、再度コンバーターを起動して、 
1件ずつデータを選択してコンバートしてください。 

インターKX法人税 H26年度 

法人税顧問 H26年度 

インターKX法人税 H25年度 

法人税顧問 H25年度 

旧製品 R4製品 

R4製品 

インターKX法人税 H26年度 

法人税顧問 H26年度 

   （Ver.H25.1は対象外） 

旧製品 

  税務代理権限証書 

税務代理権限証書 新様式対応版 

コンバート コンバーターVer.1.10 6/24公開 

コンバート 

8/7公開 
Ver.14.20a 

R4製品 

コンバーターVer.1.13 8/7公開 

コンバート 

コンバート対象外 

オプションのCD保守契約
で提供するVer.14.20は、 
Ver.14.20aです。 

のお役立ちToolsで公開  

Eiボードダウンロードマネージャ公開  

のお役立ちToolsで公開  

Eiボードダウンロードマネージャ公開  

税務代理権限証書 新様式対応版 

エラーになります 
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申請・届出書Ｒ4   税務代理権限証書の作成方法等  

   

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

  税務代理権限証書 

◆申請・届出書R4 をお使いの場合は、新様式の個別送信が可能です。 
  申請・届出書R4では、「税務代理権限証書」のみを単独で電子申告する手続きに対応しています。 

 

電子申告R4で取り込んで送信 
申請・届出書R4で「税務代理権限証書」を作成 

法人税R4や財務R4で作成したデータから 
コピーすることができます。 

「手続き名：税務代理権限の明示」が表示され、
税務代理権限証書のみを電子申告に取り込んで
送信することができます。 

▼顧問先選択後に「電子申告用ファイル出力帳票選択」を表示 

電子申告R4 
画面 

申請・届出書
R4画面 

電子申告する場合、「新様式」
のみになりますので、中身が 
「旧様式」の場合は、取込時に
削除されます。 
申請・届出書R4側の入力 
画面の「様式変換(F7)」で 
新様式に変換後に電子申告と
連動してください。 

旧様式⇒新様式への変換方法 



8 

 
電子申告 税務代理権限証書 取込時の違い 

   

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 

  税務代理権限証書 

税務代理権限証書の取込は、旧製品とR4シリーズでは異なります。 

法人税システムから取り込むか、財務システムから 
取り込むか、両方取り込まないかを選択します。 

税務代理権限証書の選択はありません。 
法人税の取込において、財務システムと法人税システムの両方のシス
テムをチェックし、作成されている税務代理権限証書を取り込みます。 
（どちらで作成したかわからない場合に便利です） 
 
申請届出からの取り込みでは、「税務代理権限の明示」という独立 
した手続きとしての取り込みとなります。任意の手続き・帳票に税務
代理権限証書を添付することはできません。 


