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事業税の「非製造業」の分割基準の設定方法は？ 

Ａ ［事業所設定］で、非製造業の場合は、「従業者数及び事務所または 
事業所数」を選択し、算定月数を入力します。寮の場合は人数を｢0｣にします。 

「従業者数及び事務所または事業所数」 を選択した場合、 
［地方税共通情報］では、分割基準に「1」と「3」にチェックが入ります。 

非製造業の場合 製造業の場合 

  事業所設定 

事業所設定 

地方税共通情報 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

参考News 
法人税R4システムでは、 
「設置年月日」や「廃止年月日」の他、「寮」の 
設定等ができ、細かな月数計算ができます。 
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事業所設定の住所が印刷されません 

Ａ 本店は「法人基本情報」の住所を印刷します。 

  第六号様式 

第六号様式 

本店の場合 

法人基本情報の住所 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

上段：事業所設定の住所 
下段：法人基本情報の住所 

支店の場合 
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「利子割(28)」はどこから転記されますか？ 

  第六号様式 

Ａ 地方税 第九号の三様式「合計」  
→第六号様式「利子割額(28)」に転記されます。              

第九号の三様式 

第六号様式 

「(28) 利子割額」は、[ファイル]→[事業所情報]の 
最上段に登録されている事業所(本店)の都道府県の 
六号様式に転記されます。 

「(28) 利子割額」は第九号の三様式の合計額
(「(48) 合計額」) を本店の都道府県の六号様式
に記載します。 
（第九号の三様式は本店のみ提出します） 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

利子割廃止に伴い、 
平成28年1月1日以降に開始する事業年度
では、選択時にメッセージが表示されます。 
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事業税の「所得金額の計算」欄に金額があるのに、 
印刷がされません 

Ａ 第六号様式の「第六号様式別表五」で所得金額の計算をする場合には、 
「第六号様式」の「所得金額の計算欄」は、空白印刷になりますが、法人基本情報で 
印刷するに変更することもできます。                    

  第六号様式 

 印刷する場合には、法人基本情報-印刷設定［4］で「する」を 
 選択してください。   

第六号様式-入力画面 

法人基本情報 

金額が印刷 
されない 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 



63 

欄外下部が印刷されない。 

Ａ 東京都の第六号様式は、フォーム変更により下部余白が少ないため、 
東京都の下部の欄外の印刷は、印刷対象外となります。                  

  第六号様式 

第六号様式-入力画面 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

東京都は印刷対象外 

第六号様式（東京都の場合） 

第六号様式（東京都以外の場合） 
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「確定」から「中間」へ変更すると、 
「第六号様式別表四の三」の月数も６ヵ月に変更されますか？ 

Ａ 第六号様式別表四の三の「特別区内における従たる事務所等」および「均等割額」の 
月数（0以外）が設定されていると、次のタイミングで法人基本情報の「切捨月数」を 
セットします。 
◆法人基本情報で申告区分を次のように変更した場合 
  「確定」「修正確定」 →「中間」に変更した場合 ：通常6ヶ月を設定 
  「中間」「修正中間」 →「確定」に変更した場合 ：通常12ヶ月を設定  
◆翌期更新した場合（更新後データの切捨月数を設定）  
  「確定」データを「中間」データに翌期更新した場合 ：通常6ヶ月を設定            

  第六号様式別表四の三 

法人基本情報 

第六号様式別表四の三 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 
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電子申告で第六号様式別表九が取り込まれない、エラーになる 

  第六号様式別表九 

Ａ 地方税ポータルシステムの出力仕様では、第六号様式別表九の金額がある行は、 
  事業年度、区分が必須項目になっています。   

そのため、③、④、⑤のいずれかに金額がある明細行では、 
次の場合にメッセージを表示します。 
・事業年度（自、至）が未入力になっている 
・区分が未入力になっている 
・区分の両方にチェックがついている  

電子申告時のエラー → 

●法人税システム側で第六号様式別表九の入力画面で終了する時や印刷ボタンを押した時にも 
  同様のチェックを行っています。 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 
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欠損金の繰越控除の80％又は65％までの計算になる 

  第六号様式別表九 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

Ａ 大法人の場合（ 「非中小法人等」）は繰越欠損金の控除限度額が制限されます。 

法人基本情報 
普通法人、かつ 
期末資本（出資）金額＞1億円 
または「非中小法人等」がオンのとき 

平成28年4月1日以後開始事業年度の場合 

平成28年4月1日より前の開始事業年度の場合 

中小企業の場合（非中小法人除く） 

第六号様式別表九 
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  第六号様式別表十四 

事業税で超過税率が適用される場合の計算は？ 

Ａ 超過税率を適用する場合には、第六号様式別表十四が必要です。必要かの判定は 
自動で行います。現在、資本金の額などの適用要件によって超過税率が適用される 
ことがある都道府県は、一部に限定されています。 

資本金や年所得で 
自動判定し、表示します。 

第六号様式別表十四 

第六号様式別表十四は、プレビュー表示のみ。
入力画面は、第六号様式の下にあります。 

第六号様式 
第六号様式 

標準税率 

超過税率 

第六号様式別表十四へ 
内容が連動されます。 

「超過税率：摘要あり」の場合 
でも、所得金額総額がなければ、
提出不要と判定されます。 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

第六号様式 

提出先の都道府県名を印字します。 

地方法人特別税の計算がされます。 
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白紙への一括印刷方法を教えてください 

Ａ 印刷メニューから「一括印刷」を選択します。タブごとに一括印刷
することができます。 

[地方税設定] の「県・市選択…」で 
県や市ごとに印刷の指定ができます 

  印刷 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

カラー印刷の 
指定ができます 
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 東京都、大阪府、千葉県、長崎県へ提出する第六号様式、第七号様式、第九号の三 
 様式などの帳票については、当システム専用の識別コード（ユーザーID）を印字します。 

申告書印刷でよくあるお問い合わせ 

Ｑ 税務署用紙の控用紙に直接印刷できますか。 

Ａ 税務署用紙の控用紙に直接印刷することはできません。税務署用紙 
(OCR紙）に対応しているのは、別表一、適用額明細書のみです。 
別表一の2枚目以降、及びその他明細書は、Ａ４白紙用紙に印刷してください。 
（Ver.H28.1では「復興特別法人税」が表示されていますが、平成28年度版では不要です） 

Ｑ 東京都のＯＣＲ用紙に直接印刷できますか？ 

Ａ 直接印刷には対応していませんが、東京都の場合、識別コードを印刷 
しますので、白紙印刷した「提出用」をそのまま提出することができます。 

  印刷 

大阪、千葉、長崎の場合、統一様式に識別コードを印刷するとOCR読み取りが可能なため、 
第六号様式と第七号様式は、統一様式に印字し、第九号の三様式は東京都様式と同様となります。 

（補足）  

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 
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  印刷 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

第6号様式は、事業所が東京都の場合は、入力用の代わりに提出用写が印刷されます。 
東京都は、提出用、提出用写、控用が印刷されます。 
東京都以外は、提出用、入力用、控用が印刷されます。 

第九号の三様式 入力用が印刷されません 

Ａ 本店が東京都、または大阪府、千葉県、長崎県の場合は、入力用は印刷されません。 
（OCR読み取りに対応しているため、入力用は必要ありません。） 

「提出用」と｢控用」のみ印刷されます。 

印刷する帳票の設定で、 
「入力用」にチェックを入れても・・・ 

平成28年1月1日以後開始事業年度 
では不要となります。 
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  印刷 

(C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2016 

第9号の3様式は、本店が東京都、または大阪府、千葉県、長崎県の場合は、 
入力用は印刷されません。（OCR読み取りに対応しているため、入力用は必要ありません） 
第9号の3様式は、利子割廃止のため、平成28年1月1日以後開始事業年度では作成不要です。 

第六号様式の入力用が印刷されません 

Ａ 東京都は、提出用、提出用写、控用が印刷されます。 
東京都以外は、提出用、入力用、控用が印刷されます。 

東
京 

東
京
以
外 


