
国税庁 確定申告書等作成コーナー ご利用ガイ ド   よくある質問

2021/01/04

2021/01/04

令オロ2年分の確定申告書等作成コーナーを公開しました

所得税及び復興特別所得税の確定申告の手弓Iき (確定申告書等作成コーナー入

カマニユアル付き版)を掲載しました

65万円の青色申告特別控除の適用について (ご注煮 )2021/01/04

申告薔等を作成する

作成前にご利用ガイ ドをご覧 ください。

よくある質問を検索

作成塾―ザ
‐―トッフ

お知らせ

支払った医療費の内容や受け取つた

配当等の内容を表計算ソフトで入力

することができます。

医療費集計フォーム

配当集計フォーム

作成開始 〉
保存データを

利用して作成
〉

新規に申告書や決算書・収支内訳書を作成 途中で保存したデータ (拡張子が [.data])

を読み込んで、作成を再開

過去の申告書データを利用して作成

提出した申告書に誤りがあつた場合

令和元年分以前の申告費に誤 りがあつた場合は、更正の請求詈、修正申告書の提出を行ってくださ

い 。

なお、令和 2年分の申告書に誤りがあつた場合は、確定申告期限内であれば、上の「申告書等を作成

する」から申告書を作成し、再度提出してください。

新規に更正の請求書・修正申告書を作成する

更正の請求書・修正申告書の作成を再開する
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一覧

NEW

e Taxの 受付結果の確認や送信した

データのオノウンロードができます。

ご利用にはマイナンバーカードと

ICカードリーダライタが必要です

(納税手続きなどの一部機能を除き

ます。)。
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ックスの確認

確認する
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メッセージボックスからダウンロー

ドしたデータ (拡張子が

[.xtxl)を 読み込むと、申告の

内容を確認することができます。

確認する
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ID・ パスワード方式の届出を行う

ことができます。

ご利用にはマイナンパーカードと

ICカードリーダライタが必要で

す。

届出を行う

エ

し4利用に

なれない方 など
入力例

作成の

流れ

ご 琴u用 ガ イ ド



国税庁

令和 2年分 確定申告書等作成コーナー ど
｀
利用ガイド   よくある質問 よくある質問を検索

税務署への提出方法の選択

トップ画面  事 育由1隆認   申告書等の作成  申告書等の送信・E口刷  終了

マイナポータルから控除証明書を取得し、所得税の申告等に利用できます。

不J用 にあたつての準備作業については以下のリンクからど確認ください。

マイナポータルの準備作業について

税務署への提出方法を選択してくださいぅ

e―Taxで提出

マイナンパーカード方式

マイナンパーカード及びICカードリーダ

ライタを利用してe‐Taxができます。

ICカードリーダライタの代わりに、マイ

ナシノぐ―カード挟す応のスマー トフオンも

ど雰u用できます。

マイナンノ《一カード対応のスマートフ

ォンの利用方法はこちら

ICカードリーダライタの対応機種はこ

ちら

マイナンパーカー ド方式とは

戻 る

e―Taxで提出

ID・ パスワー ド方式

税務署で発行されたID。 パスワード方式

の届出完了通知を利用してe‐Taxができ

ます。

発行された通知は、申告書の控えと一緒

に保管されている場合がありますので、

ご確認ください。

マイナンパーカード及びICカ ードリーダ

ライタは不要です。

二D,パスワー ド方式とは

税理士の方が代理送信を行う場合はこちら

印刷 して提出

作成した申告書を印刷し、重い送等により

提出します。
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国税庁

令和 2年分 確定申告書等作成コーナー ご利用ガイ ド   よくある質問 よくある質問を検索

作成する申告吾等の選択

トップ画面  事冑は1隆副H  申告書等の作成  申告書等の送信・印刷  終了

事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳善を作成してください。

作成する申告書等と年分を選択してください。

令和 2年分の申告書等の作成

過去の年分の申告書等の作成

トップ画面へ戻る

▼
　

▼
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国税庁

令和 2年分 確定申告書等作成コーナー

令和 2年分の申告書等の作成

決欝書・収支内訳書

ご利用ガイ ド   よくある質問 よくある質問を検索

作成 する申告書等の選択

トップ画面  事前確認   申告書等の作成  申告書等の送信・E口刷  終了

事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください。

作成する申告吾等と年分を選択してください。

▲

所得税の確定申告書を作成

します (医療費控除、寄附

金控除、住宅□―ン控除な

ど)。

過去の年分の申告書等の作成

トップ画面へ戻る

事業所得や不動産所得があ

る方が、青色申告決算書や

収支内訳書を作成します。

消費税

個人の事業者の方が、消費

税の確定申告書を作成しま

す。

贈与税

財産の贈与を受けた方が、

贈与税の申告書を作成しま

す。

所得税
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令和 2年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー
口

よ くあ る質 問

入力方法選択

[後 蕉〕囲 ご利用ガイド
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