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源泉所得税の納付方法
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税務署関係の手続

STEP１ 事前準備 …P4

STEP２ 徴収高計算書の作成・送信 …P5

STEP３ 納付手続 …P10

※ STEP１・２に関してご不明な点がある場合は、税務署へお尋ねください。

国税（源泉所得税）を
インターネットバンキングを利用して

納付する際の流れ

利用者識別番号を取得します。
※ 初回のみ。既に取得している方は、不要です。

国税庁のe-Taxシステムを利用して、源泉所得税の徴収高計
算書（納付書）を作成し、税務署に送信します。

利用金融機関の選択画面から、当行を選択し、インター
ネットバンキングによる納付を実行します。

佐賀共栄銀行関係の手続
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STEP１ 事前準備

初めてe-Taxを利用される方は、e-Taxの開始届出書を提出し、利用者識別番
号と呼ばれる「ID」を取得する必要があります。

開始届出書はオンラインで提出することができ、IDは即時発行されます。

開始届出書の提出方法については、福岡国税局が作成している以下の国税庁
動画チャンネル（YouTube）を参考にしてください。

スマートフォン等でQRコードを読み取ると、動画が再生されます。

福岡国税局の国税庁動画チャンネル（YouTube ）
「はじめよう！ダイレクト納付～第１回e-Tax開始編」

https://youtu.be/UdyShm5_ztU

e-Taxの開始届出書の提出

※ 既に利用者識別番号を取得している方は、不要です。

※ 利用者識別番号や暗証番号をお忘れの方

〇 税理士の関与がある場合
⇒ 税理士にご相談ください。

〇 税理士の関与がない場合
⇒ 暗証番号の再発行手続をしてください。

詳しくは、所轄の税務署へお問い合わせください。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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STEP２ 徴収高計算書の作成・送信
1 e-Taxソフト（ＷＥＢ版）へログイン

国税庁e-Taxホームページのトップ画面から、
「ログイン」をクリックします。

「メッセージボックスの確認」画
面で、「e-Taxソフト（ＷＥＢ版）
のログイン画面へ」をクリックし
ます。

メインメニューで、「ログイン」
をクリックします。

「利用者識別番号」と「暗証番号」
を入力し、「ログイン」をクリック
します。

e-Tax インターネットで「e-Tax」と検索し、国税庁e-Taxホームページ
(https://www.e-tax.nta.go.jp)にアクセスします。
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2 利用者情報の登録（初回のみ）

メインメニューで、
「利用者情報の登録・確認・変更」を
クリックします。

⇒次画面で、「操作に進む」をクリッ
クします。

「法人名称等の入力」画面で、
必要事項を入力し、
「次へ」をクリックします。

※個人の方の場合は、「氏名等の入
力」画面が表示されます。

※ 申告書や届出書のデータを初めてe-Taxで送信する場合
は、利用者情報の登録が必要になります。
登録済の場合は、３－１「徴収高計算書データの作成」

へお進みください。

「代表者情報の入力」画面で、
必要事項を入力し、
「次へ」をクリックします。

※個人の方の場合は、「納税地等の
入力」画面が表示されます。

1234-5678-1234-5678

⇒続いて、
「メールアドレス等の登録」画面、
「秘密の質問と答えの登録」画面、
「電子証明書の登録」画面
が表示されます。
それぞれ必要事項を入力し、

「次へ」をクリックします。

⇒次画面で、入力内容を確認の上、
「登録」をクリックします。
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3－1 徴収高計算書データの作成

メインメニューで、
「申告・申請・納税」をク
リックします。

次画面で、「新規作成」の
「操作に進む」をクリック
します。

「作成手続きの選択」画面
で、作成する計算書を選択
します。

提出先の税務署を選択し、
「次へ」をクリックします。
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「区分」欄で該当する計算書を選択し、
「支払年月日」
「人員」
「支給額」
「税額」等を入力の上、
「次へ」をクリックします。

「納期等の区分」を入力し、
「作成区分」を選択の上、
作成する計算書を選択します。

（例）令和３年10月に給料を支払った場合
納期等の区分：令和３年10月
作成区分：俸給・給料等

入力内容に誤りがないこと
を確認の上、「次へ」をク
リックします。

3－2 徴収高計算書データの作成
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4 徴収高計算書データの送信

入力内容を再度確認し、
「送信」をクリックします。

確認メッセージが表示されるため、
「はい」をクリックします。

以上で、徴収高計算書の送
信は完了です。

これにより、メッセージ
ボックスに受信通知が格納
されます。

受信通知は、こちらの画面
の「受信通知の確認」から
確認することができます。

株式会社●●商事

佐賀税務署
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STEP３ 納付手続

1 受信通知の確認

前頁の送信完了画面から、
「受信通知の確認」をクリックし
ます。

「受信通知（納付区分番号通
知）」画面において、「インター
ネットバンキング」をクリックし
ます。

令和03年12月24日

100,000円

株式会社●●商事

佐賀税務署

1234567812
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２ 利用金融機関の選択

ここからは、佐賀共栄銀行サイト内の手続です

利用するサービスを選択します。

「金融機関一覧」画面で、佐賀
共栄銀行を選択します。

「銀行・信託銀行」
⇒「さ行」
⇒「佐賀共栄銀行」
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支払口座一覧から、支払口
座を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックします。

電子証明書またはID・パスワード
によりログインします。

３ サービスへのログイン

４ 支払口座の選択

1234567

8765432

佐大通り支店(024)

佐大通り支店(024)

普通

普通
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払込結果画面が表示される
ため、払込結果をご確認く
ださい。

払込内容を確認の上、「確認用
パスワード」を入力し、「実
行」ボタンをクリックします。

※「印刷」ボタンをクリックす
ると、印刷用PDFファイルが表示
されます。必要な方は、こちら
で印刷をお願いします。

５ 払込内容確認・実行

以上で、納付手続は完了です！

佐大通り支店(024) 普通 1234567

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ●●ｼｮｳｼﾞ

00200

佐賀税務署

佐大通り支店(024) 普通 1234567

00200

佐賀税務署

1234567812345678

1234567812345678

源復03/10自主

100,000円

100,000円

源復03/10自主

100,000円

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ●●ｼｮｳｼﾞ
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e-Tax申告後に納付する方法
（税理士が申告し、お客様ご自身で納付される場合など）
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e-Taxにより申告書を電子送信

STEP１ メッセージボックスの確認 …P16

STEP２ 納付手続 …P18

※ STEP１に関してご不明な点がある場合は、税務署へお尋ねください。

国税をe-Taxで電子申告した後に
インターネットバンキングを利用して

納付する際の流れ

お客様ご自身または税理士等が、e-Taxを利用して申告書を
税務署に電子送信します。

申告書の受信通知がe-Taxシステムのメッセージボックスに
格納されるため、受付システムにログインし、メッセージ
ボックスを確認します。

利用金融機関の選択画面から、当行を選択し、インター
ネットバンキングによる納付を実行します。

このマニュアルの手続
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国税庁e-Taxホームページのトップ画面から、
「ログイン」をクリックします。

e-Tax インターネットで「e-Tax」と検索し、国税庁e-Taxホームページ
(https://www.e-tax.nta.go.jp)にアクセスします。

１ 受付システムへログイン

「メッセージボックスの確認」
画面で、「受付システムのログ
イン画面へ」をクリックします。

「利用者識別番号」と「暗証番号」
を入力し、「ログイン」をクリック
します。

※ 利用者識別番号や暗証番号をお忘れの方

〇 税理士の関与がある場合
⇒ 税理士にご相談ください。

〇 税理士の関与がない場合
⇒ 暗証番号の再発行手続をしてください。

詳しくは、所轄の税務署へお問い合わせください。

STEP１ メッセージボックスの確認
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２ メッセージボックスの確認

メッセージボックス一覧から、イン
ターネットバンキングで納付を行う
「手続き名」をクリックします。

「メインメニュー」画面で、
「メッセージボックス一覧」の
「確認画面へ」をクリックしま
す。

「メール詳細（納付区分番号通知）」画面
において、「インターネットバンキング」
をクリックします。
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１ 利用金融機関の選択

ここからは、佐賀共栄銀行サイト内の手続です

利用するサービスを選択します。

「金融機関一覧」画面で、佐賀
共栄銀行を選択します。

「銀行・信託銀行」
⇒「さ行」
⇒「佐賀共栄銀行」

STEP２ 納付手続
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支払口座一覧から、支払口
座を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックします。

電子証明書またはID・パスワード
によりログインします。

２ サービスへのログイン

３ 支払口座の選択
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払込結果画面が表示される
ため、払込結果をご確認く
ださい。

払込内容を確認の上、「確認用
パスワード」を入力し、「実
行」ボタンをクリックします。

※「印刷」ボタンをクリックす
ると、印刷用PDFファイルが表示
されます。必要な方は、こちら
で印刷をお願いします。

４ 払込内容確認・実行

以上で、納付手続は完了です！
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納付情報を登録して納付する方法
（所得税、法人税、消費税など）
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税務署関係の手続

STEP１ 事前準備 …P23

STEP２ 納付情報登録依頼の作成・送信 …P２4

STEP３ 納付手続 …P29

※ STEP１・２に関してご不明な点がある場合は、税務署へお尋ねください。

国税（所得税、法人税、消費税等）を
インターネットバンキングを利用して

納付する際の流れ

利用者識別番号を取得します。
※ 初回のみ。既に取得している方は、不要です。

国税庁のe-Taxシステムを利用して、納付情報（税目、課税
期間、納付額等）を登録し、税務署に送信します。

利用金融機関の選択画面から、当行を選択し、インター
ネットバンキングによる納付を実行します。

佐賀共栄銀行関係の手続
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STEP１ 事前準備

初めてe-Taxを利用される方は、e-Taxの開始届出書を提出し、利用者識別番
号と呼ばれる「ID」を取得する必要があります。

開始届出書はオンラインで提出することができ、IDは即時発行されます。

開始届出書の提出方法については、福岡国税局が作成している以下の国税庁
動画チャンネル（YouTube）を参考にしてください。

スマートフォン等でQRコードを読み取ると、動画が再生されます。

福岡国税局の国税庁動画チャンネル（YouTube ）
「はじめよう！ダイレクト納付～第１回e-Tax開始編」

https://youtu.be/UdyShm5_ztU

e-Taxの開始届出書の提出

※ 既に利用者識別番号を取得している方は、不要です。

※ 利用者識別番号や暗証番号をお忘れの方

〇 税理士の関与がある場合
⇒ 税理士にご相談ください。

〇 税理士の関与がない場合
⇒ 暗証番号の再発行手続をしてください。

詳しくは、所轄の税務署へお問い合わせください。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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STEP２ 納付情報の登録・送信
1 e-Taxソフト（ＷＥＢ版）へログイン

国税庁e-Taxホームページのトップ画面から、
「ログイン」をクリックします。

「メッセージボックスの確認」画
面で、「e-Taxソフト（ＷＥＢ版）
のログイン画面へ」をクリックし
ます。

メインメニューで、「ログイン」
をクリックします。

「利用者識別番号」と「暗証番号」
を入力し、「ログイン」をクリック
します。

e-Tax インターネットで「e-Tax」と検索し、国税庁e-Taxホームページ
(https://www.e-tax.nta.go.jp)にアクセスします。
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2 利用者情報の登録（初回のみ）

メインメニューで、
「利用者情報の登録・確認・変更」を
クリックします。

⇒次画面で、「操作に進む」をクリッ
クします。

「法人名称等の入力」画面で、
必要事項を入力し、
「次へ」をクリックします。

※個人の方の場合は、「氏名等の入
力」画面が表示されます。

※ 申告書や届出書のデータを初めてe-Taxで送信する場合
は、利用者情報の登録が必要になります。
登録済の場合は、３－１「納付情報登録依頼の作成」

へお進みください。

「代表者情報の入力」画面で、
必要事項を入力し、
「次へ」をクリックします。

※個人の方の場合は、「納税地等の
入力」画面が表示されます。

1234-5678-1234-5678

⇒続いて、
「メールアドレス等の登録」画面、
「秘密の質問と答えの登録」画面、
「電子証明書の登録」画面
が表示されます。
それぞれ必要事項を入力し、

「次へ」をクリックします。

⇒次画面で、入力内容を確認の上、
「登録」をクリックします。
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3－1 納付情報登録依頼の作成

メインメニューで、
「申告・申請・納税」をク
リックします。

次画面で、「新規作成」の
「操作に進む」をクリック
します。

「作成手続きの選択」画面で、
「納付情報登録依頼（納付手
続の開始）」を選択します。

提出先の税務署を選択し、
「次へ」をクリックします。
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納付する税目をリストから選択し、
「次へ」をクリックします。

「１．新規に納付情報登録依頼を
作成する」を選択し、「次へ」を
クリックします。

入力内容に誤りがないこと
を確認の上、「次へ」をク
リックします。

3－2 納付情報登録依頼の作成

「課税期間」及び「申告区分」を入力し、
「次へ」をクリックします。

※納付する税目によって、画面の表示が異
なります。

納付額を入力し、
「次へ」をクリックします。
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4 納付情報登録依頼データの確認・送信

入力内容を再度確認し、
「送信」をクリックします。

以上で、納付情報登録依頼の送信（納付情報の登録）は完了です。
このまま、次頁の納付手続に進みます。

入力内容に誤りがないことを確認
の上、「次へ」をクリックします。

確認メッセージが表示されるため、
「はい」をクリックします。
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STEP３ 納付手続

1 受信通知の確認

前頁で受付システムへの送信が完了す
ると、送信完了画面が表示されます。

「受信通知の確認」をクリックします。

「受信通知（納付区分番号通
知）」画面において、「インター
ネットバンキング」をクリックし
ます。
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２ 利用金融機関の選択

ここからは、佐賀共栄銀行サイト内の手続です

利用するサービスを選択します。

「金融機関一覧」画面で、佐賀
共栄銀行を選択します。

「銀行・信託銀行」
⇒「さ行」
⇒「佐賀共栄銀行」
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支払口座一覧から、支払口
座を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックします。

電子証明書またはID・パスワード
によりログインします。

３ サービスへのログイン

４ 支払口座の選択

1234567

8765432

佐大通り支店(024)

佐大通り支店(024)

普通

普通
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払込結果画面が表示される
ため、払込結果をご確認く
ださい。

払込内容を確認の上、「確認用
パスワード」を入力し、「実
行」ボタンをクリックします。

※「印刷」ボタンをクリックす
ると、印刷用PDFファイルが表示
されます。必要な方は、こちら
で印刷をお願いします。

５ 払込内容確認・実行

以上で、納付手続は完了です！

佐大通り支店(024) 普通 1234567

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ●●ｼｮｳｼﾞ

00200

佐賀税務署

佐大通り支店(024) 普通 1234567

00200

佐賀税務署

1234567812345678

1234567812345678

消03/01確定

100,000円

100,000円

消03/01確定

100,000円

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ●●ｼｮｳｼﾞ
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