PCdesk マニュアル

変更履歴

基本編 PCdesk 準備マニュアル
項番

変更日

版数

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

・H31 年度税制改正対応による変更
・文言、表現等を一部修正

3

2020/03/23

1.2

・大法人の電子申告義務化により関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正

4

2020/05/12

1.3

「2（3）電子証明書」に利用可能 OS に関する記載を追加

5

2020/10/26

1.4

R2 年度税制改正対応により、「1.3 利用できる手続」の申告の
手続きに新規の手続きを追加

6

2020/12/11

1.5

「その他申請書」の追加対応により、「1.3 利用できる手続」
の申請・届出の手続きに「その他申請書」を追加

7

2021/03/22

1.6

「電子委任状（電子証明書方式）対応」に伴い、以下修正
「2 利用前の準備」の「（3）電子証明書」に電子証明書毎に委
任状対応状況を追加
「2 利用前の準備」の「（6）電子委任状」を追加

ガイド編

変更内容

PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】

項番

変更日

版数

変更内容

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

・H31 年度税制改正対応による変更
・文言、表現等を一部修正

3

2020/01/17

1.2

記載内容の充実

4

2020/03/23

1.3

・大法人の電子申告義務化により、「4.4 別表・添付資料等を
追加送信する」の追加及びその他関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により、「4.1 申告データを作成する」及びその他
関連箇所を修正
・Microsoft Edge を推奨環境に追加したことにより、「1.1
PCdesk(DL 版)の利用準備をする」を修正
・更正・決定の識別追加対応により、「6.2 納付情報発行依頼
を行う」を修正

5

2020/05/12

1.4

「1.1.2 PCdesk(DL 版)をインストールする」について記載内
容の充実

6

2020/05/25

1.5

みなし納付・見込納付、更正・決定における納税額計算対応に
より、
「6.2 納付情報発行依頼を行う」を修正

項番

変更日

版数

変更内容

7

2020/10/26

1.6

納付情報発行依頼情報の転用機能（過去の納付情報をもとにし
ての作成）の追加に伴い、以下修正
・「6.2.2（3）操作の流れ（過去の納付情報をもとにして作
成する場合）
」を追加
・「6.2.2（3）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」を「6.2.2（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作
成する場合）
」に変更
・「6.2.3（3）操作の流れ（過去の納付情報をもとにして作
成する場合）
」を追加
・「6.2.3（3）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場合）」
を「6.2.3（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」に変更

8

2020/10/26

1.6

R2 年度税制改正対応により、「4.1 申告データを作成する」の
作成方法選択の画面差し替え及び説明文を修正

9

2020/12/11

1.7

償却資産に係る複数申告書一括作成機能の追加により、以下修
正
・平成 27 年度以降の申告データを手入力で作成する場合の
操作方法の変更及び新規画面の追加や既存画面の項目、ガ
イダンス追加に伴い、「4.1.3（2）操作の流れ（手入力で
作成する場合）」を「4.1.3（2）操作の流れ（平成 27 年
度以降の申告データを手入力で作成する場合）
」と「4.1.3
（3）操作の流れ（平成 26 年度以前の申告データを手入
力で作成する場合）
」に分割したうえで、画面を追加・差
し替え及び説明文を追加・修正
・「4.1.3（3）操作の流れ（CSV 取り込みで作成する場
合）」を・
「4.1.3（4）操作の流れ（CSV 取り込みで作成
する場合）」に項番変更
・「12【付録】入力項目説明」に、画面項目説明を追加
（60）増加資産登録・変更
（61）減少資産情報登録

10

2020/12/11

1.7

メール宛名の追加に伴い、以下新規作成
利用する手続きに「9 メール宛名の登録・削除を行う」を追
加

11

2020/12/11

1.7

R2 年度税制改正対応により「4.1.2 個人住民税の申告データ
を新規に作成する」の「申告データ表示・編集（本表）」画面
の差し替え

12

2020/12/11

1.7

特別徴収税額通知の「希望する受け取り方法」改善により、選
択肢及び操作ガイダンスの見直しに伴い説明内容を修正

項番

変更日

版数

変更内容

13

2020/12/24

1.8

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「仕様書・様式集」ページに修正
4.1.2 個人住民税の申告データを新規に作成する
4.1.3 固定資産税（償却資産）の申告データを新規に作成する
4.1.4 事業所税の申告データを新規に作成する
4.1.4（3）操作の流れ（CSV 取り込みで作成する場合）
4.1.7 源泉徴収票を印刷する
4.1.7（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場合）
13.【付録】入力項目説明
（51）給報・公的・源泉統一入力
（64）申告データ表示・編集（本表）
（66）申告データ表示・編集（地方税・別表）

14

2021/03/22

1.9

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、以下の変更
を実施
・「7 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの考
え方」を追加
・「7.1 メッセージフォルダを作成・変更する」を追加
・「7.1 メッセージを照会する」を「7.2 メッセージを照会
する」に変更
・「7.2 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの選
択」
、
「フォルダ切替」、
「メッセージ移動」及びその他関連
箇所を追加・修正
・「13【付録】入力項目説明」に、画面項目説明を追加
（77）パスワード入力
（78）フォルダ切替
（79）移動先フォルダ選択
（80）メッセージフォルダ一覧
（81）メッセージフォルダ追加
（82）メッセージフォルダ変更
（83）パスワード再設定

15

2021/03/22

1.9

「電子委任状（電子証明書方式）対応」に伴い、以下修正
「4.2 申告データに署名する」に「②電子証明書方式」を追加

16

2021/05/24

2.0

プレ申告データによる電子申告についての問合せが多く寄せら
れたため、手続選択の説明内容を修正
4.1.5 プレ申告データを利用して作成する
（２）操作の流れ
ダイレクト方式で納付する際、PCdesk(WEB 版)でも口座登録
が出来ることの記載が不足していたため、手続の説明内容を修
正
6 納税の手続きを行う
ポイント情報「共通納税の納付方法について」

17

2021/07/19

2.1

個人住民税（特徴）納入対象年月の修正に伴い、「6.2.2（2）
操作の流れ（手入力で作成する場合）」、「6.2.2（3）操作の
流れ（過去の納付情報をもとにして作成する場合）」及び
「6.2.2（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」の画面を差し替え

項番

変更日

版数

変更内容

18

2021/07/19

2.1

「6.1.1（2）操作の流れ」に、仮登録状態の口座情報の 60 日
経過、120 日経過時の説明を追加

ガイド編

PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）
、申請・届出、納税等】

項番

変更日

版数

変更内容

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

・H31 年度税制改正対応による変更
・文言、表現等を一部修正

3

2020/01/17

1.2

記載内容の充実

4

2020/03/23

1.3

・大法人の電子申告義務化により、「4.4 添付資料等を追加送
信する」及び「6.4 添付資料等を追加送信する」を追加、
その他関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正
・Microsoft Edge を推奨環境に追加したことにより、「1.1
PCdesk(WEB 版)の利用準備をする」及びその他関連箇所を
修正
・更正・決定の識別追加対応により、「8.2 納付情報発行依頼
を行う」を修正

5

2020/05/12

1.4

「1.1.1 動作環境を確認する」に macOS に関する注意を追加

6

2020/05/25

1.5

みなし納付・見込納付、更正・決定における納税額計算対応に
より、
「8.2 納付情報発行依頼を行う」を修正

7

2020/10/26

1.6

納付情報発行依頼情報の転用機能（過去の納付情報をもとにし
ての作成）の追加に伴い、以下修正
・「8.2.2（3）操作の流れ（過去の納付情報をもとにして作
成する場合）
」を追加
・「8.2.2（3）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」を「8.2.2（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作
成する場合）
」に変更
・「8.2.3（3）操作の流れ（過去の納付情報をもとにして作
成する場合）
」を追加
・「8.2.3（3）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」を「8.2.3（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作
成する場合）
」に変更

８

2020/12/11

1.7

メール宛名の追加に伴い、以下新規作成
利用する手続きに「10 メール宛名の登録・削除を行う」を
追加

項番

変更日

版数

変更内容

9

2020/12/11

1.7

「その他申請書」の追加対応により、以下に「その他申請書」
を追加
・「4.1 申請・届出書を作成する」の申請・届出書の種類
・「4.4 添付資料等を追加送信する」の申請・届出書の種類
（税目と様式）
・「6.1 申請・届出書を作成する（申請・届出者の利用者 ID
がある場合）
」の申請・届出書の種類
・「6.2 申請・届出書を作成する（申請・届出者の利用者 ID
がない場合）
」の申請・届出書の種類
・「6.4 添付資料等を追加送信する」の申請・届出書の種類
（税目と様式）
「その他申請書」の追加対応により、以下の添付資料追加ボタ
ンの注意欄に、添付資料の件数制限について追加
・「4.1 申請・届出書を作成する」の添付資料追加の注意欄
・「4.4 添付資料等を追加送信する」の申請・届出書の注意
欄
・「6.1 申請・届出書を作成する（申請・届出者の利用者 ID
がある場合）
」の添付資料追加の注意欄
・「6.2 申請・届出書を作成する（申請・届出者の利用者 ID
がない場合）
」の添付資料追加の注意欄
・「6.4 添付資料等を追加送信する」の添付資料追加の注意
欄
・「7.1 代理人が作成した申請・届出書に署名を付与して送
信する」の添付資料追加の注意欄

10

2020/12/24

1.8

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「仕様書・様式集」ページに修正
8.2 納付情報発行依頼を行う

11

2021/03/22

1.9

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、以下の変更
を実施
・「9 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの考
え方」を追加
・「9.1 メッセージフォルダを作成・変更する」を追加
・「9.1 メッセージを照会する」を「9.2 メッセージを照会
する」に変更
・「9.2 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの
選択」
、「フォルダ切替」
、「メッセージ移動」及びその他関
連箇所を追加・修正
・「14【付録】入力項目説明」に、画面項目説明を追加
（37）パスワード入力
（38）フォルダ切替
（39）移動先フォルダ選択
（40）メッセージフォルダ一覧
（41）メッセージフォルダ追加
（42）メッセージフォルダ変更
（43）パスワード再設定

項番

変更日

版数

変更内容

12

2021/03/22

1.9

「電子委任状（電子証明書方式）対応」に伴い、以下修正
「4.1.1 新規に作成する」の「③電子署名」に「②電子証明書
方式」を追加

13

2021/05/24

2.0

ダイレクト方式で納付する際、PCdesk(WEB 版)でも口座登録
が出来ることの記載が不足していたため、手続の説明内容を修
正
8 納税の手続きを行う
「ダイレクト方式で納付する場合」

14

2021/07/19

2.1

個人住民税（特徴）納入対象年月の修正に伴い、「8.2.2（2）
操作の流れ（手入力で作成する場合）」、「8.2.2（3）操作の
流れ（過去の納付情報をもとにして作成する場合）」及び
「8.2.2（4）操作の流れ（ファイル取り込みで作成する場
合）」の画面を差し替え

15

2021/07/19

2.1

「8.1.1（2）操作の流れ」に、仮登録状態の口座情報の 60 日
経過、120 日経過時の説明を追加

ガイド編

PCdesk(SP 版)ガイド【メッセージ照会】

項番

変更日

版数

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

文言、表現等を一部修正

3

2020/03/23

1.2

・大法人の電子申告義務化により関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正

4

2021/03/22

1.3

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、以下の変更
を実施
・「3 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの考
え方」を追加
・「3.1 メッセージを照会する」に「メッセージフォルダの
選択」
、「フォルダ切替」
、「メッセージ移動」及びその他関
連箇所を追加・修正
・「5【付録】入力項目説明」に、画面項目説明を追加
（5）パスワード入力
（6）フォルダ切替
（7）移動先フォルダ選択
（8）メッセージフォルダ一覧
（9）パスワード再設定

エラーメッセージ編

変更内容

PCdesk(DL 版)_別冊エラーメッセージ集

項番

変更日

版数

変更内容

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

文言、表現等を一部修正

項番

変更日

版数

3

2020/01/17

1.2

記載内容の充実

4

2020/03/23

1.3

・大法人の電子申告義務化により関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正

5

2020/10/26

1.4

・納付情報発行依頼情報の転用機能（過去の納付情報をもとに
しての作成）の追加に伴い、関連メッセージを追加
・R2 年度税制改正対応により、関連メッセージを追加

6

2020/12/11

1.5

償却資産に係る複数申告書一括作成機能の追加に伴い、関連メ
ッセージを追加

7

2020/12/24

1.6

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「仕様書・様式集」ページに修正
MNC030E MNC049E MUE310E

８

2020/12/24

1.6

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「マニュアルコーナー」ページに
修正
MCA065E MND023E MNI005E MUD406E MUD701E

9

2021/03/22

1.7

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、関連メッセ
ージを追加
MUB266E MUB267E MUE437E MUE443E MUE445E
MUE450E

10

2021/03/22

1.7

「電子委任状（電子証明書方式）対応」に伴い、関連メッセージを

エラーメッセージ編

変更内容

追加
MUD658U MUD659U

MUD660U

MUD661U

PCdesk(WEB 版)_別冊エラーメッセージ集

項番

変更日

版数

変更内容

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

文言、表現等を一部修正

3

2020/01/17

1.2

記載内容の充実

4

2020/03/23

1.3

・大法人の電子申告義務化により関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正
・Microsoft Edge を推奨環境に追加したことにより関連箇所
を修正

5

2020/10/26

1.4

納付情報発行依頼情報の転用機能（過去の納付情報をもとにし
ての作成）の追加に伴い、関連メッセージを追加

6

2020/12/11

1.5

「その他申請書」の追加対応により、関連メッセージを追加

7

2020/12/24

1.6

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「仕様書・様式集」ページに修正
MUE310E

項番

変更日

版数

変更内容

８

2020/12/24

1.6

eLTAX ホームページの「マニュアルコーナー」及び「仕様
書・様式集」ページ公開に伴い、
「各種ドキュメント」ページ
を参照していた以下の箇所を「マニュアルコーナー」ページに
修正
MUD406E
MUD701E

9

2021/03/22

1.7

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、関連メッセ
ージを追加
MUB266E MUB267E MUE437E MUE443E MUE445E
MUE450E

10

2021/03/22

1.7

以下のメッセージを追加及び修正
MWD027E MWI027E

エラーメッセージ編

PCdesk(SP 版)_別冊エラーメッセージ集

項番

変更日

版数

1

2019/09/24

1.0

新規作成

2

2019/12/04

1.1

文言、表現等を一部修正

3

2020/03/23

1.2

・大法人の電子申告義務化により関連箇所を修正
・法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の
重複排除により関連箇所を修正

4

2021/03/22

1.3

メッセージをフォルダ分割可能にすることに伴い、関連メッセ
ージを追加
MUB266E MUB267E MUE437E MUE450E

手続き別マニュアル

変更内容

給与支払報告書提出マニュアル

項番

変更日

版数

1

2019/12/27

1.0

新規作成

2

2020/01/17

1.1

記載内容の充実

３

2020/12/11

1.2

R2 年度税制改正対応により、「申告データ表示・編集（本
表）」画面の差し替え

4

2020/12/11

1.2

特別徴収税額通知の「希望する受け取り方法」の改善により、
選択肢及び操作ガイダンスの見直しに伴い説明内容を修正

手続き別マニュアル

変更内容

固定資産税（償却資産）における複数申告書一括作成マニュアル

項番

変更日

版数

変更内容

1

2020/12/11

1.0

償却資産に係る複数申告書一括作成機能の追加に伴い、手続き
別マニュアルとして新規作成

