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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子申告に関する処理を企業に代わって行う代理人が監督機関のコンピュータにログイ
ンするための第１の利用者識別番号及び当該代理人に関する情報が記憶された代理人情報
データベースと、
　少なくとも企業の識別番号と企業が前記監督機関のコンピュータにログインするために
必要な第２の利用者識別番号と企業のメールアドレスを含む企業情報が記憶された企業情
報データベースと、
　前記企業情報データベースの企業の識別番号と対応し、前記企業の取引先金融機関の金
融機関識別番号を含む取引先金融機関情報が１または複数記憶された取引先金融機関デー
タベースと、
　前記金融機関識別番号に対応し、少なくとも電子申告データ送付受付システムにログイ
ンするためのログイン情報と金融機関のメールアドレスを含む金融機関情報が記憶された
金融機関情報データベースと、
　前記代理人の端末から入力される前記第１の利用者識別番号と対応する暗証番号の入力
を受け付け、前記第１の利用者識別番号が前記代理人情報データベースに記憶されている
場合に、前記監督機関のコンピュータに前記入力された暗証番号で代理ログイン処理を行
うログイン処理部と、
　前記代理ログインしている監督機関のコンピュータから前記代理人が代理申告した電子
申告データの送信履歴をダウンロードする送信履歴ダウンロード部と、
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　前記送信履歴から選択された前記電子申告データの識別情報により、前記監督機関のコ
ンピュータの電子申告書データベースから該当する電子申告書を検索し、前記第２の利用
者識別番号を抽出する企業識別番号抽出部と、
　前記企業識別番号抽出部が抽出した前記第２の利用者識別番号より、前記企業情報デー
タベースを検索し、該第２の利用者識別番号に対応する企業の識別番号を抽出し、該企業
の識別番号より、前記取引先金融機関データベースを検索し、該企業の識別番号に対応す
る取引先金融機関の金融機関識別番号を抽出する金融機関識別番号抽出部と、
　前記識別番号に対応する電子申告データを、前記監督機関のコンピュータの電子申告デ
ータベースからダウンロードする申告データダウンロード部と、
　ダウンロードした前記電子申告データ、当該電子申告データを代理送信した代理人情報
を含む企業申告情報を、前記金融機関識別番号抽出部から抽出された金融機関識別番号か
ら選択された送付先の金融機関識別番号毎に、一時保管部に記憶する申告データ管理部と
、
　前記一時保管部に記憶されている前記金融機関及び前記企業のメールアドレスを、それ
ぞれ前記金融機関情報データベース及び前記企業情報データベースそれぞれから読み出し
、電子申告データがダウンロードされ、前記一時保管部から読み出すことができることを
示す電子メールを、前記メールアドレス宛に送信するメール送信部と
　を有することを特徴とする電子申告データ送付受付システム。
【請求項２】
　前記メール送信部は、前記代理人情報データベースにより、代理送信を行った代理人の
メールアドレスを含む代理人情報を抽出し、前記電子メールに付加すること
　を特徴とする請求項１記載の電子申告データ送付受付システム。
【請求項３】
　前記電子メールを受信した後、前記ログイン処理が、前記金融機関の端末から入力され
る該金融機関のログイン情報が前記金融機関情報データベースに記憶されている場合にロ
グインさせ、前記金融機関識別番号に対応した電子申告データを、前記一時保管部から読
み出して送信する申告データ送信部をさらに有することを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の電子申告データ送付受付システム。
【請求項４】
　前記電子申告データを予め設定された前記金融機関毎のデータフォーマットに変換し、
該電子申告データと対応させ、前記一時保管部に書き込む様式変換部をさらに有すること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の電子申告データ送付受付システム
。
【請求項５】
　制御部が、電子申告に関する処理を企業に代わって行う代理人が監督機関のコンピュー
タにログインするための第１の利用者識別番号及び当該代理人に関する情報を代理人情報
データベースに記憶する過程と、
　制御部が、少なくとも企業の識別番号と企業が前記監督機関のコンピュータにログイン
するために必要な第２の利用者識別番号と企業のメールアドレスを含む企業情報を企業情
報データベースに記憶する過程と、
　制御部が、前記企業情報データベースの企業の識別番号と対応し、前記企業の取引先金
融機関の金融機関識別番号を含む取引先金融機関情報を取引先金融機関データベースに１
または複数記憶する過程と、
　制御部が、前記金融機関識別番号に対応し、少なくとも電子申告データ送付受付システ
ムにログインするためのログイン情報と金融機関のメールアドレスを含む金融機関情報を
金融機関情報データベースに記憶する過程と、
　ログイン処理部が、前記代理人の端末から入力される前記第１の利用者識別番号と対応
する暗証番号の入力を受け付け、前記第１の利用者識別番号が前記代理人情報データベー
スに記憶されている場合に、前記監督機関のコンピュータに前記入力された暗証番号で代
理ログイン処理を行うログイン処理を行うログイン処理過程と、
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　送信履歴ダウンロード部が、前記代理ログインしている監督機関のコンピュータから前
記代理人が代理申告した電子申告データの送信履歴をダウンロードする送信履歴ダウンロ
ード過程と、
　企業識別番号抽出部が、前記送信履歴から選択された前記電子申告データの識別情報よ
り、前記監督機関のコンピュータの電子申告書データベースから該当する電子申告書を検
索し、前記第２の利用者識別番号を抽出する企業識別番号抽出過程と、
　金融機関識別番号抽出部が、前記企業識別番号抽出部が抽出した前記第２の利用者識別
番号より、前記企業情報データベースを検索し、該第２の利用者識別番号に対応する企業
の識別番号を抽出し、該企業の識別番号により、前記取引先金融機関データベースを検索
し、該企業の識別番号に対応する取引先金融機関の金融機関識別番号を抽出する金融機関
識別番号抽出過程と、
　申告データダウンロード部が、前記識別番号に対応する電子申告データを、前記電子申
告データベースからダウンロードする申告データダウンロード過程と、
　申告データ管理部が、ダウンロードした前記電子申告データ、当該電子申告データを代
理送信した代理人情報を含む企業申告情報を、前記金融機関識別番号抽出部により抽出さ
れた金融機関識別番号から選択された送付先の金融機関識別番号毎に、一時保管部に記憶
する申告データ管理過程と、
　メール送信部が、前記一時保管部に記憶されている前記金融機関及び前記企業のメール
アドレスを、それぞれ前記金融機関情報データベース及び前記企業情報データベースそれ
ぞれから読み出し、電子申告データがダウンロードされ、前記一時保管部から読み出すこ
とができることを示す電子メールを、前記メールアドレス宛に送信するメール送信過程と
　を有することを特徴とする電子申告データ送付受付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、企業が金融機関などの要請によって税務電子申告データを提出する際、国税
庁などの監督機関に提出した税務等の電子申告データを、この監督機関のデータベースか
らダウンロードし、金融機関に対してこの電子申告データを提出する電子申告データ送付
受付システム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、金融機関から融資先の企業に対し、金融機関が企業に対して融資を行うか否
かの審査において、企業の財務状況を正確に把握するため、信頼性の高いことを理由とし
、国税庁などの監督機関へ提出する税務電子申告データを、企業に提出してもらうことが
広く行われている。
　また、現在は、監督機関である国税庁への税金などの申告処理が電子申告（例えばｅ－
Ｔａｘ）に移行されており、過去に提出した電子申告データを、監督機関のコンピュータ
のデータベースからダウンロードすることが可能となっている。
　このような状況において、企業からの依頼に基づき、金融機関が、監督機関コンピュー
タより電子申告データを、直接ダウンロードできる電子申告データダウンロードシステム
が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、税理士などは、監督機関に提出する電子申告データを、顧客である企業の代理で
作成し、監督機関への電子申告データの代理送付や、顧客企業が融資を申し込んだ金融機
関に電子申告データを送付したりする提出代行業務を行っており、上述のｅ－Ｔａｘにお
いても、税理士が、顧客企業の電子申告データの代理送信を行うことが可能である。
　例えば、企業より受け付けた税務申告関連データを税理士が電子署名を行い、監督機関
コンピュータや第三者機関コンピュータに送信することにより、電子申告データの再利用
の真正さ（正当性）を保証する電子申告データ提供システムがある（例えば、特許文献２
参照）。
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【特許文献１】特開２００７－２８０１２６号公報
【特許文献２】特開２００５－２１６０００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、税理士は、複数の顧客企業を持っており、また各顧客企業の取引先金融
機関は複数の金融機関にわたる。
　したがって、特許文献２の電子申告データ提供システムにおいては、税理士の顧客企業
が、融資を申し込んだ金融機関に対して電子申告データを代理送信する場合、複数の顧客
企業の電子申告データを複数の金融機関コンピュータにそれぞれ送付することが必要とな
る。
【０００５】
　すなわち、複数の顧客企業それぞれの取引先の金融機関に対し、各顧客企業の電子申告
データを送付する場合、特許文献２の電子申告データ提供システムにおいては、税理士が
、それぞれの金融機関のコンピュータのＩＤ、パスワードでログインして電子申告データ
を送付するという事を繰り返して行う必要がある。
【０００６】
　また、特許文献１の電子申告データダウンロードシステムにおいても、税理士が複数の
金融機関コンピュータにそれぞれログインし、電子申告データ特定情報を得て、この電子
申告データ特定情報を用いて、監督機関のコンピュータのデータベースから、この電子申
告データ特定情報に対応する電子申告データのダウンロード依頼を、金融機関毎に繰り返
す必要がある。
　このように、従来技術においては、代理人である税理士が複数の顧客企業の電子申告デ
ータを複数の取引先の金融機関に送付するには、煩雑な作業が発生していた。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、企業の電子申告データの送付を代
行する税理士が、システムへの一度のログインにより、顧客企業の電子申告データを、複
数の取引先金融機関に送付することを可能とする電子申告データ送付受付システム及びそ
の方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電子申告データ送付受付システムは、電子申告に関する処理を企業に代わって
行う代理人が監督機関のコンピュータにログインするための第１の利用者識別番号及び当
該代理人に関する情報が記憶された代理人情報データベースと、少なくとも企業の識別番
号と企業が前記監督機関のコンピュータにログインするために必要に第２の利用者識別番
号と企業のメールアドレスを含む企業情報が記憶された企業情報データベースと、前記企
業情報データベースの企業の識別番号と対応し前記企業の取引先金融機関の金融機関識別
番号を含む取引先金融機関情報が１また複数記憶された取引先金融機関データベースと、
前記金融機関識別番号に対応し、少なくとも電子申告送付受付システムにログインするた
めのログイン情報と金融機関のメールアドレスを含む金融機関情報が記憶されたとが記憶
された金融機関情報データベースと、前記代理人の端末から入力される前記第１の利用者
識別番号と対応する暗証番号の入力を受け付け、前記第１の利用者識別番号が前記代理人
情報データベースに記憶されている場合に、前記監督機関のコンピュータに前記入力され
た暗証番号で代理人ログイン処理を行うログイン処理を行うログイン処理部と、前記代理
ログインしている監督機関のコンピュータから前記代理人が代理申告した電子申告データ
の送信履歴をダウンロードする送信履歴ダウンロード部と、前記送信履歴から選択された
前記電子申告データの識別情報により、前記監督機関のコンピュータの電子申告書データ
ベースから該当する電子申告書を検索し、前記第２の利用者識別番号を抽出する企業識別
番号抽出部と、前記企業識別番号抽出部が抽出した前記第２の利用者識別番号により、前
記企業情報データベースを検索し、該第２の利用者識別番号に対応する企業の識別番号を
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抽出し、該企業の識別番号により、前記取引先金融機関データベースを検索し、該企業の
識別番号に対応する取引先金融機関の金融機関識別番号を抽出する金融機関識別番号抽出
部と、前記識別番号に対応する電子申告データを、前記電子申告データベースからダウン
ロードする申告データダウンロード部と、ダウンロードした前記電子申告データを、前記
金融機関識別番号抽出部から抽出された金融機関識別番号から選択された送付先の金融機
関識別番号毎に前記電子申告データ、当該電子申告データを代理送信した代理人情報を含
む企業申告情報を一時保管部に記憶する申告データ管理部と、前記一時保管部に記憶され
ている前記金融機関及び前記企業のメールアドレスを、それぞれ前記金融機関情報データ
ベース及び前記企業情報データベースそれぞれから読み出し、電子申告データがダウンロ
ードされ、前記一時保管部から読み出すことができることを示す電子メールを、前記メー
ルアドレス宛に送信するメール送信部とを有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の電子申告データ送付受付システムは、前記メール送信部は、前記代理人情報デ
ータベースにより、代理送信を行った代理人のメールアドレスを含む代理人情報を抽出し
、前記電子メールに付加することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の電子申告データ送付受付システムは、前記電子メールを受信した後、前記ログ
イン処理が、前記金融機関の端末から入力される該金融機関のログイン情報が前記金融機
関情報データベースに記憶されている場合にログインさせ、前記金融機関識別番号に対応
した電子申告データを、前記一時保管部から読み出して送信する申告データ送信部をさら
に有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の電子申告データ送付受付システムは、前記電子申告データを予め設定された前
記金融機関毎のデータフォーマットに変換し、該電子申告データと対応させ、前記一時保
管部に書き込む様式変換部をさらに有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の電子申告データ送付受付方法は、制御部が、電子申告に関する処理を企業に代
わって行う代理人が監督機関のコンピュータにログインするための第１の利用者識別番号
及び当該代理人に関する情報を代理人情報データベースに記憶する過程と、制御部が、少
なくとも企業の識別番号と企業が前記監督機関のコンピュータにログインするために必要
な第２の利用者識別番号と企業のメールアドレスを含む企業情報を企業情報データベース
に記憶する過程と、制御部が、前記企業情報データベースの企業の識別番号と対応し、前
記企業の取引先金融機関の金融機関識別番号を含む取引先金融機関情報を取引先金融機関
データベースに１または複数記憶する過程と、制御部が、前記金融機関識別番号に対応し
、少なくとも電子申告送付受付システムにログインするためのログイン情報と金融機関の
メールアドレスを含む金融機関情報を金融機関情報データベースに記憶する過程と、ログ
イン処理部が、前記代理人の端末から入力される前記第１の利用者識別番号と対応する暗
証番号の入力を受け付け、前記第１の利用者識別番号が前記代理人情報データベースに記
憶されている場合に、前記監督機関のコンピュータに前記入力された暗証番号で代理人ロ
グイン処理を行うログイン処理を行うログイン処理過程と、送信履歴ダウンロード部が、
代理ログインしている監督機関のコンピュータから前記代理人が代理申告した電子申告デ
ータの送信履歴をダウンロードする送信履歴ダウンロード過程と、企業識別番号抽出部が
、前記送信履歴から選択された前記電子申告データの識別情報により、前記監督機関のコ
ンピュータの電子申告書データベースから該当する電子申告書を検索し、前記第２の利用
者識別番号を抽出する企業識別番号抽出過程と、金融機関識別番号抽出部が、前記企業識
別番号抽出部が抽出した前記第２の利用者識別番号により、前記企業情報データベースを
検索し、該第２の利用者識別番号に対応する企業の識別番号を抽出し、該企業の識別番号
により、前記取引先金融機関データベースを検索し、該企業の識別番号に対応する取引先
金融機関の金融機関識別番号を抽出する金融機関識別番号抽出過程と、申告データダウン
ロード部が、前記識別番号に対応する電子申告データを、前記電子申告データベースから
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ダウンロードする申告データダウンロード過程と、申告データ管理部が、ダウンロードし
た前記電子申告データを、前記金融機関識別番号抽出部により抽出された金融機関識別番
号から選択された送付先の金融機関識別番号毎に前記電子申告データ、当該電子申告デー
タを代理送信した代理人情報を含む企業申告情報を一時保管部に記憶する申告データ管理
過程と、メール送信部が、前記一時保管部に記憶されている前記金融機関及び前記企業の
メールアドレスを、それぞれ前記金融機関情報データベース及び前記企業情報データベー
スそれぞれから読み出し、電子申告データがダウンロードされ、前記一時保管部から読み
出すことができることを示す電子メールを、前記メールアドレス宛に送信するメール送信
過程とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、監督機関の電子申告
システム、例えば国税庁のｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）に電子申告した電
子申告データを、税理士等の代理人が顧客企業からの依頼により、顧客企業が融資等を受
けようとする取引先金融機関に対して代理送信を容易に行うことが可能となる。
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、一旦申告して
監督機関に受理された電子申告データを、上記電子申告システムの電子申告データデータ
ベースから取得するため、監督機関に申告した誤りのない電子申告データを、顧客企業か
ら依頼された取引先金融機関に対し、融資を検討する情報等として提供することができる
。
【００１４】
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、代理人が本シ
ステムに一度ログインすることにより、顧客企業の取引先金融機関に電子申告データを送
信する事が可能であり、複数の取引先金融機関に対して一括送信することができる。
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、企業の電子申
告データの送付を代行する税理士が、システムへの一度のログインにより、顧客企業の電
子申告データを、複数の取引先金融機関に送付することができる。
【００１５】
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、顧客企業の担
当者が本システムからの電子メールを受信することにより、取引先金融機関に対して提供
する電子申告データの準備、すなわち一時保管部に保管されたか否かの状況を把握するこ
とができる。
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、取引先金融機
関の担当者が本システムからの電子メールを受信することにより、この取引先金融機関に
対して提供する電子申告データの準備、すなわち一時保管部に保管されたか否かの状況を
把握することができる。
　また、本発明の電子申告データ送付受付システム及びその方法によれば、取引先金融機
関が、一時保管部から電子申告データ読み出す際、この電子申告データを代理送信した税
理士を特定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態による電子申告データ送付受付システム１００を図面を参照
して説明する。図１は同実施形態による電子申告データ送付受付システム１００の構成例
を示すブロック図である。
　この図において、電子申告データ送付受付システム１００は、制御部１、ログイン処理
部２、送信履歴ダウンロード部３、申告データダウンロード部４、企業識別番号抽出部５
、金融機関識別番号抽出部６、様式変換部７、申告データ管理部８、メール送信部９、代
理人情報データベース（代理人情報ＤＢ）１０、企業情報データベース（企業情報ＤＢ）
１１、金融機関情報データベース（金融機関情報ＤＢ）１２、一時保管部１３、申告デー
タ送信部１４、取引先金融機関データベース（取引先金融機関ＤＢ）１５を有している。
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この電子申告データ送付受付システム１００は、電子申告データを金融機関に対して送付
する企業と、この金融機関及び電子申告データの送付処理を上記企業から依頼されて行う
企業の代理人である税理士（以下、代理人とする）とから独立した第三者機関に配置され
、金融機関及び代理人それぞれが、この第三者機関と契約を結び登録処理を行う。
【００１７】
　制御部１は、上記契約を結んだ代理人、金融機関の端末から入力される、後述する各デ
ータベースのテーブルに示す各データを用いて、それぞれ代理人情報データベース１０、
企業情報データベース１１、取引先金融機関データベース１５、金融機関情報データベー
ス１２に対するデータの登録処理を行う。
　ここで、本実施形態における電子申告データ送付受付システム１００が、監督機関の電
子申告システム（以下、監督機関コンピュータ）にログインするため、企業及び代理人が
上記監督機関コンピュータに登録し、それぞれ利用者識別番号及び暗証番号を取得する必
要がある。
【００１８】
　図２は、上記代理人情報データベース１０に記憶される、代理人の利用者識別番号（第
１の利用者識別番号）毎に各代理人の情報が対応づけられたテーブル構成例を示す概念図
である。
　すなわち、代理人情報データベース１０には、監督機関コンピュータに代理人が登録し
た際に付与された第１の利用者識別番号毎に、少なくとも代理人名フリガナ、代理人名、
事務所名、郵便番号、所在地、電話番号、メールアドレスなどの代理人情報がテーブル形
式として記憶されている。上記第１の利用者識別番号及び暗証番号は、監督機関コンピュ
ータにログインする際に必要となる識別情報である。
【００１９】
　図３（ａ）は、上記企業情報データベース１１のテーブル構成例を示す概念図である。
　すなわち、企業情報データベース１１には、少なくとも企業ＩＤ毎に、企業名、監督機
関コンピュータに企業がログインする際に付与された利用者識別番号（第２の利用者識別
番号）、を含む企業情報、電子申告データ送付受付システム利用者情報として利用者毎の
電子申告データ送付受付システム１００にログインするための電子申告データ送付受付シ
ステム利用者ＩＤとパスワード、メールアドレス等が記憶されている。電子申告データ送
付受付システム１００にログインするための電子申告データ送付受付システム利用者ＩＤ
とパスワードは、本実施形態の電子申告データ送付受付システム１００に登録した際に付
与される。
　また、この企業ＩＤに対応づいて、取引先金融機関データベース１５に企業の取引先金
融機関に関する情報が記憶されている。図３（ｂ）は、上記取引先金融機関データベース
１５のテーブル構成例を示す概念図である。
　すなわち、取引先金融機関データベース１５には、少なくとも企業ＩＤ毎に、取引先金
融機関情報として金融機関識別番号、金融機関情報（例えば、口座番号、店番号など）、
登録状況（取引先金融機関が、電子申告書を電子申告データ送付受付システム１００で受
付けるか否かの情報）が取引先金融機関数分記憶されている。
【００２０】
　図４は、金融機関情報データベース１２のテーブル構成例を示す概念図である。
　すなわち、金融機関情報データベース１２には、金融機関識別番号毎に、金融機関名を
含む金融機関情報、電子申告データ送付受付システム利用者情報として利用者毎の電子申
告データ送付受付システム１００にログインするための電子申告データ送付受付システム
利用者ＩＤとパスワード及びメールアドレス等が記憶されている。電子申告データ送付受
付システム１００にログインするための電子申告データ送付受付システム利用者ＩＤとバ
スワードは、本実施形態の電子申告データ送付受付システム１００に登録した際に付与さ
れる。
【００２１】
　ログイン処理部２は、代理人が代理人端末から電子申告データ送付受付システム１００
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に対してログインする際に代理人端末から第１の利用者識別番号と対応するパスワードの
入力を受け付ける。そして、入力された第１の利用者識別番号から代理人情報データベー
ス１０を検索し、この第１の利用者識別番号が記憶されていれば、入力された第１の利用
者識別番号と対応するパスワードにて監督機関コンピュータにロダインを行い、ログイン
できれば、電子申告データ送付受付システム１００のログインを許可する。代理人情報デ
ータベース１０に第１の利用者識別番号が記憶されていない場合、あるいは監督機関コン
ピュータにログインできなかった場合は、電子申告データ送付受付システム１００へのロ
グインを許可せず、代理人端末に対してエラー出力を行う。
【００２２】
　また、ログイン処理部２は、企業の担当者が端末から電子申告データ送付受付システム
１００に対してログインする場合、企業の担当者が端末から入力した企業ＩＤ及び電子申
告データ送付受付システム利用者情報を、企業情報データベース１１において検索し、企
業ＩＤに対応して電子申告データ送付受付システム利用者情報が記憶されていれば、電子
申告データ送付受付システム１００へのログインを許可し、企業ＩＤ及び電子申告データ
送付受付システム利用者情報が記憶されていなければ、電子申告データ送付受付システム
１００へのログインを許可せず、企業の端末に対してエラー出力を行う。
【００２３】
　また、ログイン処理部２は、金融機関の担当者が端末から電子申告データ送付受付シス
テム１００に対してログインする場合、金融機関の担当者が端末から入力した金融機関識
別番号び電子申告データ送付受付システム利用者情報を、金融機関情報データベース１２
において検索し、この金融機関識別番号に対応して電子申告データ送付受付システム利用
者情報が記憶されていれば、電子申告データ送付受付システム１００へのログインを許可
し、金融機関識別番号に対応して電子申告データ送付受付システム利用者情報が記憶され
ていなければ、電子申告データ送付受付システム１００へのログインを許可せず、金融機
関の端末に対してエラー出力を行う。
【００２４】
　送信履歴ダウンロード部３は、監督機関コンピュータにおけるメッセージボックス（後
述するメッセージボックス２０１）から、代理人が監督機関コンピュータにて申告した電
子申告データを、設定した範囲（例えば、ある期間）における送信履歴の一覧表をダウン
ロードし、代理人の端末の表示部に表示する。上記メッセージボックスには、図５に示す
ように、代理人の第１の利用者識別番号毎に、少なくとも格納日時、受付日時、受付番号
、手続き名、申告した企業の代表者の氏名あるいは企業の名称がテーブル形式にて記憶さ
れている。ここで、上記格納日時はメッセージボックスに書き込まれた日であり、上記受
付日時は電子申告データが受け付けられた日であり、受付番号は電子申告データの受け付
けられた順番を示し、手続き名は電子申告データなどの処理の名称を示す。
【００２５】
　企業識別番号抽出部５は、上記送信履歴の一覧表から選択された電子申告データそれぞ
れの識別情報である受付番号により、図６に示すように、監督機関のコンピュータを介し
て、電子申告データが記憶されている電子申告データデータベース（後述する電子申告デ
ータデータベース２０２）から、電子申告データの受付番号（電子申告データの識別情報
）により電子申告データを検索し、この電子申告データから企業の第２の利用者識別番号
を抽出する。
　図６は、代理人情報データベース１０における第１の利用者識別番号と、メッセージボ
ックスの受付番号と、電子申告データデータベースにおける申告企業識別番号（第２の利
用者識別番号）と、企業情報データベース１１における第２の利用者識別番号に対応する
取引先金融機関情報との対応関係を示す概念図である。
【００２６】
　金融機関識別番号抽出部６は、上記企業識別番号抽出部５が抽出した第２の利用者識別
番号により、図６に示すように、企業情報データベース１１を検索し、該第２の利用者識
別番号に対応する企業ＩＤにより取引先金融機関データベース１５を検索し、この企業Ｉ
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Ｄに対応して記憶されている全ての金融機関識別番号を読み込む。
　申告データダウンロード部４は、上記受付番号に対応する電子申告データを、電子申告
データデータベースからダウンロードする。
【００２７】
　申告データ管理部８は、監督機関コンピュータの電子申告データデータベースからダウ
ンロードした上記電子申告データを、この電子申告データに対応する企業名、代理送信者
情報とともに金融機関識別番号から代理人により選択された送付先金融機関の一次保管部
１３に書き込む。
　様式変換部７は、一時保管部１３に書き込まれる電子申告データを、各金融機関の様式
（フォーマット）に変換し、すなわち金融機関毎に設定されたテンプレートを用い、必要
事項を電子申告データから抽出し、抽出した必要事項をテンプレートに書き込むことによ
り、申告書データの様式を変換して財務データとし、企業申告情報の一部として、一時保
管部１３に書き込む。
【００２８】
　一時保管部１３には、図７に示すように、金融機関識別番号毎に、上記企業申告情報と
して、少なくとも、格納日時、受付日時、受付番号、手続き名、企業名及び代理送信者情
報（代理人名）が記憶されている。ここで、格納日時、受付日時、受付番号、手続き名に
ついては、電子申告データデータベースの情報と同一の情報が記憶される。
　メール送信部９は、一時保管部１３に記憶されている金融機関及び企業のメールアドレ
スを、それぞれ金融機関情報データベース１２及び企業情報データベース１１それぞれか
ら読み出し、すでに電子申告データがダウンロードされて、一時保管部１３から読み出す
ことができることを示す電子メールを、読み出したメールアドレスにより、金融機関及び
企業それぞれに対して送信する。
　申告データ送信部１４は、金融機関の端末からの電子申告データ送信の要求により、金
融機関識別番号及び企業名それぞれに対応した電子申告データ（代理申告した代理人名を
含む）及び財務データを、一時保管部１３から読み込んで、依頼先の金融機関の端末に対
してＦＴＰ（File Transfer Protocol）送信する。
【００２９】
　次に、本実施形態による電子申告データ送付受付システム１００の電子申告データを金
融機関に対して送付する処理を説明する。ここではまず、この電子申告データ送付受付の
処理に対する前提条件の説明を図８を用いて簡単に行う。
　代理人は、納税者である企業（代理申告の依頼先である取引先企業）に代わり、監督機
関である監督機関コンピュータに対し、電子申告データの代理送信をする際、監督機関コ
ンピュータに対して利用者登録を行い、第１の利用者識別番号及び暗証番号を取得し、監
督機関コンピュータに対し、この第１の利用者識別番号を用いて、企業に代わって電子申
告データの代理送信を行う。
【００３０】
　監督機関コンピュータは、電子申告データを受信すると、電子申告データの受信順に受
付番号を付与し、この受付番号及び申告者である代理人の第１の利用者識別番号を付加し
たデータ形式によって、メッセージボックス２０１に送信履歴の一覧表として書き込み、
かつ実際の電子申告データを各企業に付与された第２の利用者識別番号及び上記受付番号
を付加して、電子申告データデータベース２０２に書き込む。
　企業及び金融機関は、電子申告データ送付受付システム１００を管理する第三者機関と
の契約を行い、これにより企業に電子申告データ送付受付システム１００の利用者ＩＤと
パスワードが付与され、金融機関に電子申告データ送付受付システム利用者ＩＤとパスワ
ードが付与される。電子申告データ送付受付システム利用者ＩＤとパスワードとから、上
記電子申告データ送付受付システム利用者情報が構成されている。
【００３１】
　金融機関は、融資の依頼を企業から受けると、融資を行うか否かの判定のために、その
企業の電子申告データが必要な場合、企業に対して予め電子申告データの送信依頼を行う
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。
　そして、電子申告データの送信依頼を受けると、企業はこの電子申告データの代理送信
の依頼を代理人に対して行う。
　代理人は、電子申告データの金融機関に対する代理送信の依頼を受けると、本実施形態
による電子申告データ送付受付システム１００を利用し、電子申告データを監督機関コン
ピュータの申告データデータベース２０２からダウンロードし、金融機関に対する電子申
告データの代理送信の処理を行う。
　ここで、代理人は、予め、自身の端末から、インターネットなどのネットワークを用い
て、電子申告データ送付受付システム１００に対する登録処理を行う。
【００３２】
　すなわち、代理人端末から監督機関コンピュータの利用者識別番号である第１の利用者
識別番号と対応するパスワードの入力を受け付けると、入力された第１の利用者識別番号
と対応するパスワードにて監督機関コンピュータにログインを行い、ログインできれば、
上記端末から図２に示すテーブルにおける情報である、第１の利用者識別番号、代理人名
フリガナ、代理人名、事務所名、郵便番号、郵便番号、所在地、電話番号、メールアドレ
スなどの代理人情報を、設定されている入力欄に入力し、電子申告データ送付受付システ
ム１００に対する登録処理を行う。
　このとき、制御部１は、上記代理人情報を第１の利用者識別番号に対応させて、代理人
情報データベース１０に書き込む。
【００３３】
　次に、図８及び図９を用いて本実施形態による電子申告データ送付受付システム１００
の電子申告データを金融機関に対して送付する処理を説明する。図９は、電子申告データ
の代理送付の処理の動作例を説明するフローチャートである。
　取引先の金融機関から企業が電子申告データの送付を依頼され、この企業が税理士を代
理人として、上記金融機関に対して電子申告データの代理送付を行うことを一例として、
以下説明する。
【００３４】
　代理人は、電子申告データ送付受付システム１００にログインするため、端末から自身
の第１の利用者識別番号と暗証番号とを入力する。
　ログイン処理部２は、入力された第１の利用者識別番号が代理人情報データベース１０
に記憶されているか否かの判定を行いこの第１の利用者識別番号が記憶されていれば、入
力された第１の利用者識別番号と対応するパスワードにて監督機関コンピュータにログイ
ンを行い、ログインできれば、電子申告データ送付受付システム１００のログインを許可
し（ステップＳ１）、処理をメニュー選択画面（ステップＳ１－２）に進める。一方、ロ
グイン処理部２は、代理人情報データベース１０に第１の利用者識別番号が記憶されてい
ない場合、あるいは監督機関コンピュータにログインできなかった場合には、電子申告デ
ータ送付受付システム１００のログインを許可せず、代理人端末に対してエラーを通知す
る。
【００３５】
　次に、ログイン処理部２は、ログアウト及び電子申告データ提出のいずれかを選択する
メニュー選択画面（ステップＳ１－２）にて、代理人がログアウトのボタンをクリックし
て選択すれば、監督機関コンピュータをログアウトし、かつこの電子申告データ送付受付
システム１００をログアウトし、一方、申告データ提出のボタンがクリックされて選択さ
れると、送信履歴ダウンロード部３は、監督機関コンピュータのメッセージボックス２０
１から、第１の利用者識別番号に対応する電子申告データの送信履歴の一覧表を抽出して
ダウンロードし、代理人端末に対して図１０に示す申告書選択画面を表示画面として表示
する（ステップＳ２）ここで、送信履歴ダウンロード部３は、手続き名、氏名又は名称、
電子申告の受付日時で、ダウンロードする送信履歴の範囲を限定することができるように
、送信履歴の絞り込み検索が可能な構成としてもよい。
【００３６】
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　企業識別番号抽出部５は、申告書選択画面における戻るボタンが選択されたか、あるい
はいずれかの電子申告データの選択の入力が行われたかを判定し（ステップＳ３）、申告
書選択画面の戻るボタンが代理人により選択され、クリック（押下）されることにより、
処理をステップＳ２へ戻し、一方、代理人が申告書選択画面からいずれかの電子申告デー
タを選択すると、以下の企業識別番号抽出処理を行う。
　すなわち、企業識別番号抽出部５は、上記送信履歴の一覧表から選択され、クリックさ
れた電子申告データの識別情報である受付番号を検索キーとして、監督機関コンピュータ
における電子申告データデータベース２０２から、この受付番号に対応する電子申告デー
タを検索し、検索された受付番号に対応する電子申告データから企業の第２の利用者識別
番号を抽出する（ステップＳ３－２）。
【００３７】
　そして、金融機関識別番号抽出部６は、上記抽出された第２の利用者識別番号を検索キ
ーとして、企業情報データベース１１を検索し、この第２の利用者識別番号に対応する企
業ＩＤにより取引先金融機関データベース１５を検索し、対応する企業ＩＤに記憶されて
いるすべての取引先金融機関情報を読み出し、この取引先金融機関情報から金融機関情報
を抽出し、図１１に示す金融機関選択画面として税理士の端末に表示する（ステップＳ３
－３）。ここで、金融機関識別番号抽出部６は、図１１に示すように、上記取引先金融機
関情報に含まれる企業と金融機関との取引関係の状態（登録申請中：新たな取引の登録の
申請中、変更申請中：金融機関情報の変更申請中、：停止申請中：取引の停止を申請中な
どの状態）を表示することも可能である。
　また、金融機関識別番号抽出部６は、金融機関選択画面における戻るボタンが選択され
たか、あるいはいずれかの金融機関の選択（１つあるいは複数の選択）が行われたかを判
定し（ステップＳ４）、金融機関選択画面の戻るボタンを選択することにより、処理をス
テップＳ３へ戻し、一方、税理士が金融機関選択画面からいずれかあるいは複数の金融機
関を選択すると、以下の送信先確認処理を行う。
【００３８】
　申告データ管理部８は、電子申告データの送信先として選択された金融機関の送信先確
認表示画面を税理士の端末に対して表示し、この送信先確認表示画面における戻るボタン
あるいは送信確認ボタンのいずれかが選択され、クリックされたかの判定を行い（ステッ
プＳ５）、送信先の修正のために戻るボタンが選択されると、ステップＳ４に戻り、再度
、図１１に示す金融機関選択画面が表示され、送信先に変更がなく送信確認ボタンが選択
され、クリックされると、処理をステップＳ６へ進める。
【００３９】
　送信確認ボタンが選択され、クリックされると、申告データダウンロード部４は、上記
受付番号に対応する電子申告データを、監督機関コンピュータの電子申告データデータベ
ース２０２からダウンロードする（ステップＳ６）。
　申告データ管理部８は、監督機関コンピュータの電子申告データデータベース２０２か
ら、申告データダウンロード部４がダウンロードした上記電子申告データを、図７に示す
テーブルのように、金融機関識別番号から選択された金融機関識別番号毎に、対応する電
子申告データ、この電子申告データに対応する企業の企業名、代理送信者名（税理士名）
、受付番号を含む企業申告情報を一時保管部１３に書き込む（ステップＳ７）。
【００４０】
　また、様式変換部７は、電子申告データの様式を、各金融機関に指定されている様式に
変更し、電子申告データに対応させて、一時保管部１３に書き込む（ステップＳ７）。こ
こで用いる各金融機関の様式は、すでに説明したように、テンプレートとして予め様式変
換部７内に設定されている。
　次に、メール送信部９は、申告データ管理部８の一時保管部１３に対して、金融機関に
対して送信する電子申告データの格納が終了すると、一時保管部１３に格納されている企
業及び金融機関のメールアドレスを、企業情報データベース１１及び金融機関情報データ
ベース１２からそれぞれ読み出し、このメールアドレスに対し、依頼された電子申告デー
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タの送信が可能となったことを通知する電子メールを送信する（ステップＳ８）。
【００４１】
　そして、制御部１は、電子申告データ送付受付システム１００からログアウトするか、
あるいはステップＳ１－２に戻り、メニュー選択画面を表示し、代理人の端末に対して表
示し、ログアウトを行うか、他の電子申告データ、すなわち他の企業の電子申告データの
代理送信処理を続けて行うかの判定を行う。ここで、制御部１は、ログアウトが選択され
ると、代理人の端末に対して、電子申告データ送付受付システム１００からのログアウト
処理を行い、一方、代理送信処理を連続して行うことを選択した場合、処理をステップＳ
２へ戻し、他の企業の電子申告データの代理送信の処理を繰り返して行う。
【００４２】
　次に、一時保管部１３からのダウンロードが可能であることを示す電子メールを受信し
た後、金融機関の端末から一時保管部１３にある電子申告データをダウンロードする処理
を、図８及び図１２を用いて説明する。図１２は、金融機関の端末から一時保管部１３に
ある電子申告データをダウンロードする処理の動作例を示すフローチャートである。
　金融機関の担当者は、電子申告データ送付受付システム１００にログインするため、電
子申告データ送付受付システム利用者情報を入力する。
　ログイン処理部２は、入力された電子申告データ送付受付システム利用者情報が、金融
機関情報データベース１２に記憶されているか否かの判定を行い（ステップＳ２１）、記
憶されている場合に処理をステップＳ２２へ進め、記憶されていない場合にログイン処理
を中止して処理を終了するとともに、金融機関の端末に対してエラーを通知する。
【００４３】
　電子申告データ送付受付システム１００の利用者情報が記憶されていた場合、申告デー
タ送信部１４は、一時保管部１３に記憶されている電子申告データの中に、電子申告デー
タの送信依頼を行った上記金融機関識別番号に対応する電子申告データの有無、すなわち
各金融機関に対応した閲覧許可データの有無を検出し（ステップＳ２２）、金融機関識別
番号が一時保管部１３において検出されない場合に処理を中止し、金融機関識別番号が一
時保管部１３において検出された場合、処理をステップＳ２３へ進める。
【００４４】
　金融機関識別番号が一時保管部１３において検出された場合、申告データ送信部１４は
、一時保管部１３から、上記電子申告データを依頼した金融機関の金融機関識別番号に対
応する電子申告データ及び様式を変更した財務データのファイルを、この金融機関の端末
に対してＦＴＰ送信する（ステップＳ２３）。ここで、申告データ送信部１４は、ＦＴＰ
送信した電子申告データ及び様式を変更した財務データのファイルを、送信した金融機関
毎に一時保管部１３から削除する。
【００４５】
　なお、上述した金融機関からのＦＴＰ送信に限らず、例えば電子申告データ送付受付シ
ステム１００が定期的に一時保管部１３に記憶されている電子申告書情報を金融機関にバ
ッチ送信するようにしてもよい。
【００４６】
　また、本実施形態の電子申告データ送付受付システム１００の説明において、代理人が
電子申告データ送付受付システム１００にログインして、電子申告データの送信を行う場
合について説明した。
　しかしながら、以下に説明するように、代理人ではなく、企業の担当者が企業の端末か
ら、電子申告データの金融機関への送信処理を行うことができる。
　すなわち、申告企業の担当者が電子申告データ送付受付システム１００へ企業ＩＤ及び
電子申告データ送付受付システム利用者ＩＤとパスワードでログイン後、第２の利用者識
別番号及び対応する暗証番号を入力すると、ログイン処理部２が申告企業の第２の利用者
識別番号及び暗証番号（監督機関コンピュータにより付与）により監督機関コンピュータ
にログインする。
【００４７】
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　そして、送信履歴ダウンロード部３が電子申告データの送信履歴をメッセージボックス
２０１よりダウンロードし、金融機関識別番号抽出部６がこの企業に対応する企業ＩＤを
企業情報データベース１１から抽出し、取引先金融機関データベース１５より取引先金融
機関を抽出し、企業の端末に金融機関選択画面を表示する。
　ここで、企業の端末に表示される取引先の金融機関の金融機関選択画面から、電子申告
データの送信先となる金融機関を選択することができる。以下の動作については、上述し
た図９及び図１２のフローチャートと同様である。
【００４８】
　この場合、企業の第２の利用者識別番号は既に取得されているので、企業識別番号抽出
部５が代理人の第１の利用者識別番号を介して、企業の第２の利用者識別番号を抽出する
必要がない。
　すなわち、金融機関識別番号抽出部６は、第２の利用者識別番号により、取引先の金融
機関の金融機関識別番号を、企業情報データベース１１および取引先金融機関データベー
ス１５から直接に検索することができる。
　電子申告データのダウンロードは、一度でよい。したがって、本実施形態による電子申
告データ送付受付システム１００において、申告企業自身も、複数の金融機関に電子申告
データを送信する事が可能である。
【００４９】
　なお、図１における電子申告データ送付受付システム１００による図９のフローチャー
トの動作を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して
、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行する
ことにより電子申告データ送付受付システム１００における各処理を行ってもよい。なお
、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むも
のとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環
境）を備えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記
録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬
媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さ
らに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや
電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとな
るコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを
保持しているものも含むものとする。
【００５０】
　また、前記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、前記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態による電子申告データ送付受付システム１００の構成例を示
すブロック図である。
【図２】図１の代理人情報データベース１０に記憶されているテーブルの構成を示す概念
図である。
【図３】図１の企業情報データベース１１に記憶されているテーブルの構成を示す概念図
である。
【図４】図１の金融機関情報データベース１２に記憶されているテーブルの構成を示す概
念図である。
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【図５】メッセージボックス２０１に記憶されているテーブルの構成を示す概念図である
。
【図６】代理人情報データベース１０における第１の利用者識別番号と、メッセージボッ
クス２０１の受付番号と、電子申告データデータベース２０２における第２の利用者識別
番号と、企業情報データベース１１における第２の利用者識別番号に対応する取引先金融
機関情報との対応関係を示す概念図である。
【図７】図１の一時保管部１３に記憶されているテーブルの構成を示す概念図である。
【図８】図１の電子申告データ送付受付システム１００が行う、代理人における電子申告
データの代理送付における電子申告データ送付受付の処理を説明する概念図である。
【図９】電子申告データ送付受付システム１００による電子申告データ送付受付の処理の
動作例を示すフローチャートである。
【図１０】送信履歴ダウンロード部３が税理士の端末に表示する送信履歴の一覧表の表示
画面を示す概念図である。
【図１１】金融機関識別番号抽出部６が税理士の端末に表示する金融機関選択画面の表示
画面を示す概念図である。
【図１２】金融機関の端末から一時保管部１３にある電子申告データをダウンロードする
処理の動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
　１…制御部
　２…ログイン処理部
　３…送信履歴ダウンロード部
　４…申告データダウンロード部
　５…企業識別番号抽出部
　６…金融機関識別番号抽出部
　７…様式変換部
　８…申告データ管理部
　９…メール送信部
１０…代理人情報データベース
１１…企業情報データベース
１２…金融機関情報データベース
１３…一時保管部
１４…申告データ送信部
１５…取引先金融機関データベース
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