
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提供するサンプルデータについて 
（令和４年４月版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
－ １.１版 － 
令和４年４月 

 

国税庁 
法人番号管理室 

  



改版履歴 

項番 版数 作成年月 変更内容 変更箇所 

1 初版 平成 31 年１月 提供データ項目の追加（検索対象除外

法人に係る情報）に伴い、新規に作成。 

― 

2 1.1 版 令和４年４月 「全件データの情報記録媒体による

提供」のサービス終了。 

情報記録媒体によ

るデータ提供に関す

る記載を削除。 
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法人番号公表サイトからダウンロードできる全件データ及び差分データ並びにWeb-API機能を利用す

る場合のレスポンス（応答結果）等のサンプルを一括りの zip ファイルで提供します。 

zip ファイルに格納されているサンプルデータは、別添１「提供サンプルデータ一覧」のとおりです。 

 

１ ダウンロード機能 

  月末時点の最新情報で作成される「全件データ」及び日次の更新情報（法人番号指定、法人名・所

在地の変更など）で作成される「差分データ」のサンプルが格納されています。 

⑴ 全件データ 

平成 29 年４月 28 日（金）時点の全件データとしてサンプルデータを作成しています。 

なお、全件データは以下の３種類レコードから構成されています。 

①都道府県及び法人種別の網羅性を考慮したレコード 

②差分データで更新対象となる法人等に対する更新前のレコード 

③Web-API 機能（Ver.2.0､3.0 及び 4.0）の法人名指定で取得対象となるレコード 

上記①について、１都道府県当たり 108 件のレコードを作成し、ファイルに格納しています。108

件の内訳は、株式会社 100 件のほか、国の機関、地方公共団体、有限会社、合名会社、合資会社、

合同会社、その他の設立登記法人及び公表の同意があった人格のない社団等を１件ずつ格納してい

ます。 

上記②については、更新前のレコードを作成し、任意の都道府県のファイルに格納しています。 

また上記③については、Web-API 機能（Ver.2.0、3.0 及び 4.0）の法人名指定のサンプルとして

作成した 10 件のレコードを、任意の都道府県のファイルに格納しています。 

⑵ 差分データ 

別添２「差分データの概要」のとおり、平成 29年５月９日（火）分として 44 件、５月 10日（水）

分として 11 件、平成 30 年５月８日（火）分として 14 件、５月９日（水）分として８件、平成 31

年４月３日（水）分として２件、平成 31年４月４日（木）分として１件、平成 31年４月５日（金）

分として２件のレコードを作成、ファイルに格納しています。 

 

２ Web-API 機能（Ver.1.0） 

 ⑴ 法人番号指定 

法人番号「8040001999013」を指定した上で、①変更履歴を応答結果に含めない場合、②変更履

歴を応答結果に含める場合でそれぞれリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 

 ⑵ 取得期間指定 

取得期間に①「平成 29年５月９日（火）」、②「平成 29年５月 10 日（水）」、③「平成 30 年５月

８日（火）」、④「平成 30 年５月９日（水）」、⑤「平成 31 年４月３日（水）」、⑥「平成 31 年４月

４日（木）」、⑦「平成 31年４月５日（金）」を指定してそれぞれリクエストした際の応答結果をフ

ァイルに格納しています。応答結果の内容については、別添２「差分データの概要」のとおりです。 

 

３ Web-API 機能（Ver.2.0） 

 ⑴ 法人番号指定 

①法人番号「3430001005002」を指定した上で変更履歴を応答結果に含めない場合、②法人番号

「2470001005008」を指定した上で変更履歴を応答結果に含める場合でそれぞれリクエストした際

の応答結果をファイルに格納しています。 

 ⑵ 取得期間指定 

２⑵と同じ条件をバージョン２でリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 
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 ⑶ 法人名指定 

法人名に「%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%95%86%E4%BA%8B」（「国税商事」を URL エンコードしたもの）

を指定し、変更履歴（過去の情報）を含めて検索するようリクエストした際の応答結果をファイル

に格納しています。 

 

４ Web-API 機能（Ver.3.0） 

 ⑴ 法人番号指定 

①法人番号「7400001010001」を指定した上で変更履歴を応答結果に含めない場合、②法人番号

「5150001010004」を指定した上で変更履歴を応答結果に含める場合でそれぞれリクエストした際

の応答結果をファイルに格納しています。 

 ⑵ 取得期間指定 

２⑵と同じ条件をバージョン３でリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 

 ⑶ 法人名指定 

３⑶と同じ条件をバージョン３でリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 

５ Web-API 機能（Ver.4.0） 

 ⑴ 法人番号指定 

法人番号「4111101000007」を指定した上で、①変更履歴を応答結果に含めない場合、②変更履

歴を応答結果に含める場合でそれぞれリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。

なお、「検索対象除外に係る情報」の値はリクエストを送信する時点により変動しますが、両デー

タは平成 31 年４月６日にリクエストを送信した場合の応答結果となります。 

 ⑵ 取得期間指定 

２⑵と同じ条件をバージョン４でリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 

 ⑶ 法人名指定 

３⑶と同じ条件をバージョン４でリクエストした際の応答結果をファイルに格納しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ サンプルデータ利用に当たってご留意願いたい事項 

 

法人等の名称は架空のものですが、所在地については、実在する地名を使用しています

ので、住所地の方に迷惑が掛かる行為は行わないでください。 

また、法人番号についても、実際に指定されている法人番号と一致する場合がありますの

で、サンプルデータについて、法人番号を活用するためのシステム開発・改修等以外の用途

での利用はご遠慮ください。 



別添１

01_hokkaido_all_20170428.zip 25_shiga_all_20170428.zip

02_aomori_all_20170428.zip 26_kyoto_all_20170428.zip

03_iwate_all_20170428.zip 27_osaka_all_20170428.zip

04_miyagi_all_20170428.zip 28_hyogo_all_20170428.zip

05_akita_all_20170428.zip 29_nara_all_20170428.zip

06_yamagata_all_20170428.zip 30_wakayama_all_20170428.zip

07_fukushima_all_20170428.zip 31_tottori_all_20170428.zip

08_ibaraki_all_20170428.zip 32_shimane_all_20170428.zip

09_tochigi_all_20170428.zip 33_okayama_all_20170428.zip

10_gunma_all_20170428.zip 34_hiroshima_all_20170428.zip

11_saitama_all_20170428.zip 35_yamaguchi_all_20170428.zip

12_chiba_all_20170428.zip 36_tokushima_all_20170428.zip

13_tokyo_all_20170428.zip 37_kagawa_all_20170428.zip

14_kanagawa_all_20170428.zip 38_ehime_all_20170428.zip

15_niigata_all_20170428.zip 39_kochi_all_20170428.zip

16_toyama_all_20170428.zip 40_fukuoka_all_20170428.zip

17_ishikawa_all_20170428.zip 41_saga_all_20170428.zip

18_fukui_all_20170428.zip 42_nagasaki_all_20170428.zip

19_yamanashi_all_20170428.zip 43_kumamoto_all_20170428.zip

20_nagano_all_20170428.zip 44_oita_all_20170428.zip

21_gifu_all_20170428.zip 45_miyazaki_all_20170428.zip

22_shizuoka_all_20170428.zip 46_kagoshima_all_20170428.zip

23_aichi_all_20170428.zip 47_okinawa_all_20170428.zip

24_mie_all_20170428.zip 99_kokugai_all_20170428.zip

01_hokkaido_all_20170428.zip 25_shiga_all_20170428.zip

02_aomori_all_20170428.zip 26_kyoto_all_20170428.zip

03_iwate_all_20170428.zip 27_osaka_all_20170428.zip

04_miyagi_all_20170428.zip 28_hyogo_all_20170428.zip

05_akita_all_20170428.zip 29_nara_all_20170428.zip

06_yamagata_all_20170428.zip 30_wakayama_all_20170428.zip

07_fukushima_all_20170428.zip 31_tottori_all_20170428.zip

08_ibaraki_all_20170428.zip 32_shimane_all_20170428.zip

09_tochigi_all_20170428.zip 33_okayama_all_20170428.zip

10_gunma_all_20170428.zip 34_hiroshima_all_20170428.zip

11_saitama_all_20170428.zip 35_yamaguchi_all_20170428.zip

12_chiba_all_20170428.zip 36_tokushima_all_20170428.zip

13_tokyo_all_20170428.zip 37_kagawa_all_20170428.zip

14_kanagawa_all_20170428.zip 38_ehime_all_20170428.zip

15_niigata_all_20170428.zip 39_kochi_all_20170428.zip

16_toyama_all_20170428.zip 40_fukuoka_all_20170428.zip

17_ishikawa_all_20170428.zip 41_saga_all_20170428.zip

18_fukui_all_20170428.zip 42_nagasaki_all_20170428.zip

19_yamanashi_all_20170428.zip 43_kumamoto_all_20170428.zip

20_nagano_all_20170428.zip 44_oita_all_20170428.zip

21_gifu_all_20170428.zip 45_miyazaki_all_20170428.zip

22_shizuoka_all_20170428.zip 46_kagoshima_all_20170428.zip

23_aichi_all_20170428.zip 47_okinawa_all_20170428.zip

24_mie_all_20170428.zip 99_kokugai_all_20170428.zip

01_hokkaido_all_20170428.zip 25_shiga_all_20170428.zip

02_aomori_all_20170428.zip 26_kyoto_all_20170428.zip

03_iwate_all_20170428.zip 27_osaka_all_20170428.zip

04_miyagi_all_20170428.zip 28_hyogo_all_20170428.zip

05_akita_all_20170428.zip 29_nara_all_20170428.zip

06_yamagata_all_20170428.zip 30_wakayama_all_20170428.zip

07_fukushima_all_20170428.zip 31_tottori_all_20170428.zip

08_ibaraki_all_20170428.zip 32_shimane_all_20170428.zip

09_tochigi_all_20170428.zip 33_okayama_all_20170428.zip

10_gunma_all_20170428.zip 34_hiroshima_all_20170428.zip

11_saitama_all_20170428.zip 35_yamaguchi_all_20170428.zip

12_chiba_all_20170428.zip 36_tokushima_all_20170428.zip

13_tokyo_all_20170428.zip 37_kagawa_all_20170428.zip

14_kanagawa_all_20170428.zip 38_ehime_all_20170428.zip

15_niigata_all_20170428.zip 39_kochi_all_20170428.zip

16_toyama_all_20170428.zip 40_fukuoka_all_20170428.zip

17_ishikawa_all_20170428.zip 41_saga_all_20170428.zip

18_fukui_all_20170428.zip 42_nagasaki_all_20170428.zip

19_yamanashi_all_20170428.zip 43_kumamoto_all_20170428.zip

20_nagano_all_20170428.zip 44_oita_all_20170428.zip

21_gifu_all_20170428.zip 45_miyazaki_all_20170428.zip

22_shizuoka_all_20170428.zip 46_kagoshima_all_20170428.zip

23_aichi_all_20170428.zip 47_okinawa_all_20170428.zip

24_mie_all_20170428.zip 99_kokugai_all_20170428.zip

○　提供サンプルデータ一覧
フォルダ階層 ファイル名

01_ダウンロード機能
（注1）

01_全件データ
（注２）

01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode



別添１○　提供サンプルデータ一覧
フォルダ階層 ファイル名

diff_20170509.zip diff_20170510.zip

diff_20180508.zip diff_20180509.zip

diff_20190403.zip diff_20190404.zip

diff_20190405.zip

diff_20170509.zip diff_20170510.zip

diff_20180508.zip diff_20180509.zip

diff_20190403.zip diff_20190404.zip

diff_20190405.zip

diff_20170509.zip diff_20170510.zip

diff_20180508.zip diff_20180509.zip

diff_20190403.zip diff_20190404.zip

diff_20190405.zip

01_CSV・Shift-JIS num_0_ver1_c2.csv

02_CSV・Unicode num_0_ver1_c4.csv

03_XML・Unicode num_0_ver1_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_1_ver1_c2.csv

02_CSV・Unicode num_1_ver1_c4.csv

03_XML・Unicode num_1_ver1_x4.xml

diff_20170509_ver1_c2.csv diff_20170510_ver1_c2.csv

diff_20180508_ver1_c2.csv diff_20180509_ver1_c2.csv

diff_20190403_ver1_c2.csv diff_20190404_ver1_c2.csv

diff_20190405_ver1_c2.csv

diff_20170509_ver1_c4.csv diff_20170510_ver1_c4.csv

diff_20180508_ver1_c4.csv diff_20180509_ver1_c4.csv

diff_20190403_ver1_c4.csv diff_20190404_ver1_c4.csv

diff_20190405_ver1_c4.csv

diff_20170509_ver1_x4.xml diff_20170510_ver1_x4.xml

diff_20180508_ver1_x4.xml diff_20180509_ver1_x4.xml

diff_20190403_ver1_x4.xml diff_20190404_ver1_x4.xml

diff_20190405_ver1_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_0_ver2_c2.csv

02_CSV・Unicode num_0_ver2_c4.csv

03_XML・Unicode num_0_ver2_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_1_ver2_c2.csv

02_CSV・Unicode num_1_ver2_c4.csv

03_XML・Unicode num_1_ver2_x4.xml

diff_20170509_ver2_c2.csv diff_20170510_ver2_c2.csv

diff_20180508_ver2_c2.csv diff_20180509_ver2_c2.csv

diff_20190403_ver2_c2.csv diff_20190404_ver2_c2.csv

diff_20190405_ver2_c2.csv

diff_20170509_ver2_c4.csv diff_20170510_ver2_c4.csv

diff_20180508_ver2_c4.csv diff_20180509_ver2_c4.csv

diff_20190403_ver2_c4.csv diff_20190404_ver2_c4.csv

diff_20190405_ver2_c4.csv

diff_20170509_ver2_x4.xml diff_20170510_ver2_x4.xml

diff_20180508_ver2_x4.xml diff_20180509_ver2_x4.xml

diff_20190403_ver2_x4.xml diff_20190404_ver2_x4.xml

diff_20190405_ver2_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS name_ver2_c2.csv

02_CSV・Unicode name_ver2_c4.csv

03_XML・Unicode name_ver2_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_0_ver3_c2.csv

02_CSV・Unicode num_0_ver3_c4.csv

03_XML・Unicode num_0_ver3_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_1_ver3_c2.csv

02_CSV・Unicode num_1_ver3_c4.csv

03_XML・Unicode num_1_ver3_x4.xml

diff_20170509_ver3_c2.csv diff_20170510_ver3_c2.csv

diff_20180508_ver3_c2.csv diff_20180509_ver3_c2.csv

diff_20190403_ver3_c2.csv diff_20190404_ver3_c2.csv

diff_20190405_ver3_c2.csv

diff_20170509_ver3_c4.csv diff_20170510_ver3_c4.csv

diff_20180508_ver3_c4.csv diff_20180509_ver3_c4.csv

diff_20190403_ver3_c4.csv diff_20190404_ver3_c4.csv

diff_20190405_ver3_c4.csv

diff_20170509_ver3_x4.xml diff_20170510_ver3_x4.xml

diff_20180508_ver3_x4.xml diff_20180509_ver3_x4.xml

diff_20190403_ver3_x4.xml diff_20190404_ver3_x4.xml

diff_20190405_ver3_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS name_ver3_c2.csv

02_CSV・Unicode name_ver3_c4.csv

03_XML・Unicode name_ver3_x4.xml

04_Web‐API機能
（Ver.3.0）（注３）

01_法人番号指定
（履歴なし）

02_法人番号指定
（履歴あり）

03_取得期間指定 01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode

04_法人名指定

03_Web‐API機能
（Ver.2.0）（注３）

01_法人番号指定
（履歴なし）

02_法人番号指定
（履歴あり）

03_取得期間指定 01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode

04_法人名指定

02_Web‐API機能
（Ver.1.0）（注３）

01_法人番号指定
（履歴なし）

02_法人番号指定
（履歴あり）

03_取得期間指定 01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode

02_差分データ 01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode



別添１○　提供サンプルデータ一覧
フォルダ階層 ファイル名

01_CSV・Shift-JIS num_0_ver4_c2.csv

02_CSV・Unicode num_0_ver4_c4.csv

03_XML・Unicode num_0_ver4_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS num_1_ver4_c2.csv

02_CSV・Unicode num_1_ver4_c4.csv

03_XML・Unicode num_1_ver4_x4.xml

diff_20170509_ver4_c2.csv diff_20170510_ver4_c2.csv

diff_20180508_ver4_c2.csv diff_20180509_ver4_c2.csv

diff_20190403_ver4_c2.csv diff_20190404_ver4_c2.csv

diff_20190405_ver4_c2.csv

diff_20170509_ver4_c4.csv diff_20170510_ver4_c4.csv

diff_20180508_ver4_c4.csv diff_20180509_ver4_c4.csv

diff_20190403_ver4_c4.csv diff_20190404_ver4_c4.csv

diff_20190405_ver4_c4.csv

diff_20170509_ver4_x4.xml diff_20170510_ver4_x4.xml

diff_20180508_ver4_x4.xml diff_20180509_ver4_x4.xml

diff_20190403_ver4_x4.xml diff_20190404_ver4_x4.xml

diff_20190405_ver4_x4.xml

01_CSV・Shift-JIS name_ver4_c2.csv

02_CSV・Unicode name_ver4_c4.csv

03_XML・Unicode name_ver4_x4.xml

image.zip

　　　 クリック等した際に表示されるイメージのサンプルです。

 　　　　イメージファイルのファイル名は、サンプルデータの内容（イメージID）と整合性を持たせています。

06_イメージファイル
（注４）
（注１） 署名ファイルのサンプルについては提供しておりません。

（注２） ダウンロード機能の全件データにおける全国分のサンプルデータについては、提供しておりません。

（注３） サンプルデータ提供の便宜上、ファイル名称を設定しておりますが、実際にWeb-API機能を利用して得られる応答結果にはファイル名称は設定されません

 　　　のでご注意ください。

（注４） イメージファイルは、法人番号公表サイトで提供する法人名及び所在地の中に規格外の文字（システム外字）が含まれる場合に、検索結果の「外字」ボタンを

05_Web‐API機能
（Ver.4.0）（注３）

01_法人番号指定
（履歴なし）

02_法人番号指定
（履歴あり）

03_取得期間指定 01_CSV・Shift-JIS

02_CSV・Unicode

03_XML・Unicode

04_法人名指定



差分データの概要（平成29年５月９日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ）

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社日本語所在地変更 神奈川県 横浜市 日本大通１

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社日本語所在地変更 山梨県 甲府市 丸の内１丁目６－１

2 1140001999034
新設合併により株式会社が設立され、法人番号を指定したケース
　※　合併により解散した法人の異動データについては、一連番号13及び16を参照

差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新設合併 兵庫県 三木市 末広１丁目９番１０号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語引継あり日本語名称変更前 愛知県 名古屋市中区 三の丸３丁目１－２

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継あり日本語名称変更前 愛知県 名古屋市中区 三の丸３丁目１－２ D Company Limited Aichi 3-1-2 Sannomaru, Naka ku Nagoya shi

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語引継あり日本語所在地変更 広島県 広島市中区 基町１０－５２

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継あり日本語所在地変更 広島県 広島市中区 基町１０－５２ "F" Company Limited Hiroshima 10-52 Motomachi, Naka ku Hiroshima shi

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社名称変更前 福岡県 筑紫野市 針摺西１丁目１番８号

11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社訂正処理前 福岡県 筑紫野市 針摺西１丁目１番８号

01（新規） 1（訂正） 株式会社名称変更前 福岡県 筑紫野市 針摺西１丁目１番８号

12（国内所在地の変更） 1（訂正） 株式会社名称変更前 福岡県 大牟田市 不知火町１丁目３番地１６

11（商号又は名称の変更） 1（訂正） 株式会社訂正処理後 福岡県 大牟田市 不知火町１丁目３番地１６

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社外字あり所在地移転 鹿児島県 鹿屋市 西原４丁目５番１号鹿屋ビル

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社外字あり所在地移転 鹿児島県 鹿屋市 西原４丁目５番２号高高高ビル

9 1450001999003
株式会社が設立され、法人番号を指定したケース
（所在地に外字が含まれていた場合）

差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新規指定国内所在地外字 北海道 深川市 四条１５番３号高高高ビル１階

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 国外所在地変更のみコーポレーション 東京都 足立区 栗原３丁目１０番１６号
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー
ヨーク市五番街２

差分データ 13（国外所在地の変更） 0（訂正以外） 国外所在地変更のみコーポレーション 東京都 足立区 栗原３丁目１０番１６号
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー
ヨーク市五番街１０００

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社市外移転 神奈川県 横浜市戸塚区 吉田町２００１番地

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社市外移転 神奈川県 藤沢市 朝日町１番地の１１

12 2110005999008
会社以外の設立登記法人（例：一般社団法人、学校法人）が設立され、法人番号を指定
したケース

差分データ 01（新規） 0（訂正以外） その他の設立登記法人新規指定 新潟県 小千谷市 東栄１丁目５番２４号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新設被合併解散２ 兵庫県 洲本市 山手１丁目１番１５号

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社新設被合併解散２ 兵庫県 洲本市 山手１丁目１番１５号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語引継なし日本語所在地変更 香川県 高松市 番町４丁目１－１０

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継なし日本語所在地変更 香川県 高松市 番町４丁目１－１０ <G> Company Limited Kagawa 4-1-10 Bancho, Takamatsu shi

15 3070003999005 合名会社が設立され、法人番号を指定したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 合名会社新規指定 群馬県 富岡市 富岡２７４１番地の１

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新設被合併解散１ 兵庫県 神戸市兵庫区 水木通２丁目１番４号

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社新設被合併解散１ 兵庫県 神戸市兵庫区 水木通２丁目１番４号

（当初指定データ） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社削除 福岡県
北九州市門司
区

清滝３丁目５番３０号

差分データ 99（削除）

18 3420001999004
株式会社が設立され、法人番号を指定したケース
（名称及び所在地に外字が含まれていた場合）

差分データ 01（新規） 0（訂正以外）
株式会社新規指定商号国内所在地外字あり高
高高

青森県 青森市 長島１丁目３番５号青森第二高高高ビル１階

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語表記新規登録 北海道 札幌市中央区 北三条西６丁目１

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語表記新規登録 北海道 札幌市中央区 北三条西６丁目１ A Company Limited Hokkaido 6-1 Kita3-jonishi, Chuo ku Sapporo shi

20 3700150000049 人格のない社団等が公表に同意したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 人格のない社団公表同意のみ 滋賀県 長浜市 高田町９番３号

21 5030003999007 合同会社が設立され、法人番号を指定したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 合同会社新規指定 埼玉県 朝霞市 本町１丁目１番４６号

22 5430001999001 株式会社が設立され、法人番号を指定したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新規指定 北海道 小樽市 港町５番２号小樽ビル

23 6030003999006 合資会社が設立され、法人番号を指定したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 合資会社新規指定 埼玉県 行田市 栄町１７番１５号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 有限会社商号と種別変更前 千葉県 香取市 北１丁目４番地１

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社商号法人種別変更後 千葉県 香取市 北１丁目４番地１

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社登記官による閉鎖 静岡県 掛川市 緑ケ丘２丁目１１番地４

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社登記官による閉鎖 静岡県 掛川市 緑ケ丘２丁目１１番地４

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語引継なし日本語名称変更前 大阪府 大阪市中央区 大手前２丁目１－２２

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継なし日本語名称変更前 大阪府 大阪市中央区 大手前２丁目１－２２ E Company Limited Osaka 2-1-22 Otemae, Chuo ku Osaka shi

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併解散 大阪府 大阪市生野区 勝山北５丁目２２番１４号

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併解散 大阪府 大阪市生野区 勝山北５丁目２２番１４号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併存続 京都府 京丹後市 峰山町杉谷１４７番地１２

差分データ 71（吸収合併） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併存続 京都府 京丹後市 峰山町杉谷１４７番地１２

28 6130001999030
株式会社が他社を吸収合併したケース
　※　閉鎖法人の異動データについては一連番号27を参照

26 6120001005006
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に名称を変更し、名称の英語表記が引き継がれない場合）
　※　名称の変更に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参照

27 6120001999031
株式会社が吸収合併により解散したケース
　※　存続法人の異動データについては一連番号28を参照

24 6040002999014 特例有限会社が株式会社へ移行したケース

25 6080401999024 商業登記規則第81条第１項の規定に基づく登記記録の閉鎖が行われたケース

17 3290801999035 法人番号の重複指定などの理由により、法人番号の指定を撤回したケース

19 3430001005002 株式会社が英語表記を登録したケース

14 2470001005008
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に所在地を変更し、所在地の英語表記が引き継がれない場合）
　※　所在地の変更に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参照

16 3140001999032
株式会社が新設合併により解散したケース
※　新設合併により設立された法人の異動データについては、一連番号2を参照

11 2020001999020
株式会社が所在地を変更したケース
（変更後の所在地が市外であった場合）

13 2140001999033
株式会社が新設合併により解散したケース
※　新設合併により設立された法人の異動データについては、一連番号2を参照

（異動前）

差分データ

8 1340001999022
株式会社が所在地を変更したケース
（変更後の所在地に外字が含まれていた場合）

10 1700150000050 外国会社が本店所在地（国外所在地）を変更したケース

4 1240001005007
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に所在地を変更し、英語表記はそのまま引き継がれる場合）
　※　所在地の変更に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参照

5～7 1290001999036

提供済みのデータに訂正が発生したケース
対象の株式会社について、所在地を変更した後、名称の変更を行っていたが、所在地変
更の処理がされていなかったため、過去に遡って登記記録が訂正された。
・併せて変更後の名称に誤りがあり、名称についても訂正された。

国内所在地 国内所在地（英語表記）

1 1020001005004

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録する前に所在地の変更があった場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参
照

3 1180001005005
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に名称を変更し、英語表記はそのまま引き継がれる場合）
　※　名称の変更に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参照



差分データの概要（平成29年５月９日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ）国内所在地 国内所在地（英語表記）

（異動前） 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社登記記録の復活 愛知県 津島市 良王町２丁目３１番地の１

差分データ 22（登記記録の復活等） 0（訂正以外） 株式会社登記記録の復活 愛知県 津島市 良王町２丁目３１番地の１

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社都道府県外移転 石川県 白山市 博労２丁目２２番地

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社都道府県外移転 岐阜県 岐阜市 加納清水町４丁目２２番地の２

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社外字あり商号変更前 宮崎県 宮崎市 広島１丁目１０番１号

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社外字あり商号変更後高高高 宮崎県 宮崎市 広島１丁目１０番１号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社商号登記抹消 秋田県 秋田市 山王４丁目１－１

差分データ 81（商号の登記の抹消） 0（訂正以外） 株式会社商号登記抹消 秋田県 秋田市 山王４丁目１－１

33 6700150000054 人格のない社団等が、法人番号の指定を受けると同時に公表に同意したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 人格のない社団新規指定公表同意同時処理 三重県 伊勢市 岩渕１丁目２番２４号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社市内の移転 東京都 町田市 中町３丁目３番６号

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社市内の移転 東京都 町田市 旭町１丁目１番１号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社清算の結了等 静岡県 浜松市中区 中央１丁目１２番４号浜松ビル

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社清算の結了等 静岡県 浜松市中区 中央１丁目１２番４号浜松ビル

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社英語登録後閉鎖 熊本県 熊本市中央区 水前寺６丁目１８－１

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語登録後閉鎖 熊本県 熊本市中央区 水前寺６丁目１８－１ H&H Company Limited Kumamoto 6-18-1Suizenji, Chuo ku Kumamoto shi

37 7460301999002
株式会社が設立され、法人番号を指定したケース
（商号に外字が含まれていた場合）

差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新規指定商号外字あり高高高 北海道 網走市 南六条東５丁目９番地

38 7700150000053
外国会社に法人番号を指定したケース
（外国会社が国内に事務所を有する場合）

差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 外国会社新規指定コーポレーション 長野県 飯田市 高羽町６丁目１番５飯田高羽ビル
米国ニューヨーク州マンハッタン市五番
街２０１番地

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社商号変更前 千葉県 千葉市中央区 蘇我５丁目９番１号

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社商号変更後 千葉県 千葉市中央区 蘇我５丁目９番１号

40 8700150000052
外国会社に法人番号を指定したケース
（外国会社が国内に事務所を有しない場合）

差分データ 01（新規） 0（訂正以外）
外国会社新規指定国外所在地のみコーポレー
ション

米国ニューヨーク州マンハッタン市五番
街１００番地

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社商号と所在地変更前 東京都 中央区 新富２丁目６番１号所在地変更前

12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社商号と所在地変更前 東京都 台東区 池之端１丁目２番２２号所在地変更後

11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社商号と所在地変更後 東京都 台東区 池之端１丁目２番２２号所在地変更後

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社日本語名称変更前 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社日本語名称変更後 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） その他清算の結了等 愛知県 名古屋市中区
三の丸３丁目３番２号名中マンション１０２
号室

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） その他清算の結了等 愛知県 名古屋市中区
三の丸３丁目３番２号名中マンション１０２
号室

差分データ

43 9011101005003

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録する前に名称の変更があった場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参
照

44 9700150000051 設立登記のない法人に清算の結了等に準ずる事由が生じたケース

39 8040001999013 株式会社が商号を変更した場合

41・42 9010001999015 株式会社が商号及び所在地を変更したケース

35 7080401999023 株式会社が解散した後、清算結了登記が行われたケース

36 7330001005009
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に清算結了登記が行われた場合）
　※　清算結了に係る異動データについては平成29年５月10日の差分データを参照

32 6410001005001 株式会社が商号の登記を抹消されたケース

34 7012301999019
株式会社が所在地を変更したケース
（変更後の所在地が同一市内であった場合）

30 6220001999021
株式会社が所在地を変更したケース
（変更後の所在地が他の都道府県であった場合）

31 6350001999017
株式会社が商号を変更したケース
（変更後の商号に外字が含まれている場合）

29 6180001999026 登記記録が閉鎖された法人に対して、登記記録の復活が行われたケース



差分データの概要（平成29年５月10日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ）

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社日本語所在地変更 神奈川県 横浜市 日本大通１

12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社日本語所在地変更 山梨県 甲府市 丸の内１丁目６－１

01（新規） 1（訂正） 株式会社日本語所在地変更 神奈川県 横浜市 日本大通１ C Company Limited

12（国内所在地の変更） 1（訂正） 株式会社日本語所在地変更 山梨県 甲府市 丸の内１丁目６－１ C Company Limited Yamanashi 1-6-1 Marunouchi, Kofu shi

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継あり日本語名称変更前 愛知県 名古屋市中区 三の丸３丁目１－２ D Company Limited Aichi 3-1-2 Sannomaru, Naka ku Nagoya shi

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社英語引継あり日本語名称変更後 愛知県 名古屋市中区 三の丸３丁目１－２ D Company Limited Aichi 3-1-2 Sannomaru, Naka ku Nagoya shi

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継あり日本語所在地変更 広島県 広島市中区 基町１０－５２ "F" Company Limited Hiroshima 10-52 Motomachi, Naka ku Hiroshima shi

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社英語引継あり日本語所在地変更 山口県 山口市 滝町１－１ "F" Company Limited Hiroshima 10-52 Motomachi, Naka ku Hiroshima shi

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継なし日本語所在地変更 香川県 高松市 番町４丁目１－１０ <G> Company Limited Kagawa 4-1-10 Bancho, Takamatsu shi

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社英語引継なし日本語所在地変更 愛媛県 松山市 一番町４丁目４－２ <G> Company Limited

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語引継なし日本語名称変更前 大阪府 大阪市中央区 大手前２丁目１－２２ E Company Limited Osaka 2-1-22 Otemae, Chuo ku Osaka shi

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社英語引継なし日本語名称変更後 大阪府 大阪市中央区 大手前２丁目１－２２ Osaka 2-1-22 Otemae, Chuo ku Osaka shi

（異動前） 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併解散 大阪府 大阪市生野区 勝山北５丁目２２番１４号

差分データ 22（登記記録の復活等） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併解散 大阪府 大阪市生野区 勝山北５丁目２２番１４号

（異動前） 71（吸収合併） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併存続 京都府 京丹後市 峰山町杉谷１４７番地１２

差分データ 72（吸収合併無効） 0（訂正以外） 株式会社吸収合併存続 京都府 京丹後市 峰山町杉谷１４７番地１２

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社英語登録後閉鎖 熊本県 熊本市中央区 水前寺６丁目１８－１ H&H Company Limited Kumamoto 6-18-1Suizenji, Chuo ku Kumamoto shi

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社英語登録後閉鎖 熊本県 熊本市中央区 水前寺６丁目１８－１ H&H Company Limited Kumamoto 6-18-1Suizenji, Chuo ku Kumamoto shi

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社日本語名称変更前 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１

11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社日本語名称変更後 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１

01（新規） 1（訂正） 株式会社日本語名称変更前 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１ Tokyo 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku ku

11（商号又は名称の変更） 1（訂正） 株式会社日本語名称変更後 東京都 新宿区 西新宿２丁目８－１ B Company Limited Tokyo 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku ku

国内所在地 国内所在地（英語表記）

3 1180001005005

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に名称を変更し、英語表記はそのまま引き継がれる場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参
照

1・2 1020001005004
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録する前に所在地の変更があった場合）
　※　所在地の変更に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参照

（異動前）

差分データ

5 2470001005008

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に所在地を変更し、所在地の英語表記が引き継がれない場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参
照

4 1240001005007

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に所在地を変更し、英語表記はそのまま引き継がれる場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参
照

6 6120001005006

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に名称を変更し、名称の英語表記が引き継がれない場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参
照

7 6120001999031
吸収合併が判決により無効となり、登記記録が復活したケース
　※　存続法人の異動データについては一連番号８を参照

9 7330001005009

株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録した後に清算結了登記が行われた場合）
　※　英語表記の登録に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参
照

8 6130001999030
吸収合併が判決により無効となったケース
　※　閉鎖法人の異動データについては一連番号７を参照

差分データ

（異動前）

10・11 9011101005003
株式会社が英語表記を登録したケース
（英語表記を登録する前に名称の変更があった場合）
　※　名称の変更に係る異動データについては平成29年５月９日の差分データを参照



差分データの概要（平成30年５月８日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ）

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 長野県 長野市 大字南長野字幅下６９２－２

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 岐阜県 岐阜市 薮田南２丁目一番一号

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社閉鎖時フリガナ登録 広島県 広島市東区 光町１丁目７－１１

01（新規） 1（訂正） 株式会社閉鎖時フリガナ登録 広島県 広島市東区 光町１丁目７－１１ ヘイサジフリガナトウロク

21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社閉鎖時フリガナ登録 広島県 広島市東区 光町１丁目７－１１ ヘイサジフリガナトウロク

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ登録後閉鎖 長崎県 長崎市 江戸町２－１３

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ登録後閉鎖 長崎県 長崎市 江戸町２－１３ フリガナトウロクゴヘイサ

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称フリガナ変更前 岩手県 花巻市 十二丁目６４３

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称フリガナ変更後 岩手県 花巻市 十二丁目６４３
カンジメイショウフリガナヘンコウ
ゴ

6 4120001002005 株式会社の設立と同時にフリガナを登録したケース 差分データ 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社新規指定時フリガナ登録 神奈川県 大和市 林間２丁目１番２３号 シンキシテイフリガナトウロク

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ登録後所在地変更 佐賀県 佐賀市 城内１丁目１－５９

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ登録後所在地変更 佐賀県 佐賀市 城内１丁目１－５９
フリガナトウロクゴショザイチヘン
コウ

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ異動漢字名称変更前 奈良県 奈良市 登大路町３０

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ異動漢字名称変更前 奈良県 奈良市 登大路町３０
フリガナイドウカンジメイショウヘ
ンコウマエ

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ登録 岩手県 盛岡市 内丸１０番１号

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ登録 岩手県 盛岡市 内丸１０番１号 フリガナトウロク

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更前 島根県 松江市 殿町１

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社漢字名称変更前 島根県 松江市 殿町１ カンジメイショウヘンコウマエ

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社復活時フリガナ登録 徳島県 徳島市 川内町北原１４５番地４

21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社復活時フリガナ登録 徳島県 徳島市 川内町北原１４５番地４

01（新規） 1（訂正） 株式会社復活時フリガナ登録 徳島県 徳島市 川内町北原１４５番地４ フッカツジフリガナトウロク

21（登記記録の閉鎖等） 1（訂正） 株式会社復活時フリガナ登録 徳島県 徳島市 川内町北原１４５番地４ フッカツジフリガナトウロク

22（登記記録の復活等） 1（訂正） 株式会社復活時フリガナ登録 徳島県 徳島市 川内町北原１４５番地４ フッカツジフリガナトウロク

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更前 福島県 福島市 杉妻町２－１６

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更後フリガナ登録 福島県 福島市 杉妻町２－１６

（異動前）

差分データ

8 5150001010004
フリガナの登録後に名称の変更をしたケース
（名称の変更と同時に、名称変更後のフリガナ登録をした場合）
　※　名称の変更に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参照

14 9380001010002
名称の変更後にフリガナを登録したケース
　※　フリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参照

9 7400001010001 フリガナを登録したケース

10 8280001010005
フリガナの登録後に名称の変更をしたケース
（名称の変更と同時に、名称変更後のフリガナ登録がない場合）
　※　名称の変更に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参照

11～13 9210001010010

登記記録が閉鎖された法人に対して、登記記録の復活と同時にフリガナを登録したケー
ス
　※　登記記録の復活処理後にフリガナ登録に係る訂正処理を行うため、処理区分「22
（登記記録の復活等）」を含めた全てのレコードの訂正区分に「1（訂正）」を設定し
て提供します。

5 3210001010008 名称の変更と同時にフリガナを登録したケース

7 4300001010006
フリガナの登録後に所在地の変更をしたケース
　※　所在地の変更に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参照

国内所在地（英語表記）

1 2100001010003
所在地の変更後にフリガナを登録したケース
　※　フリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参照

4 2310001010007
フリガナの登録後に登記記録の閉鎖をしたケース
　※　登記記録の閉鎖に係る異動データについては平成30年５月９日の差分データを参
照

2・3 2210001010009

登記記録の閉鎖と同時にフリガナを登録したケース
　※　フリガナ登録に係る訂正処理後に登記記録の閉鎖処理を行うため、処理区分「01
（新規）」のレコードの訂正区分には「1（訂正）」を、処理区分「22（登記記録の閉
鎖等）」のレコードの訂正区分には「0（訂正以外）」を設定して提供します。 差分データ

国内所在地



差分データの概要（平成30年５月９日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ）

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 長野県 長野市 大字南長野字幅下６９２－２

12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 岐阜県 岐阜市 薮田南２丁目一番一号

01（新規） 1（訂正） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 長野県 長野市 大字南長野字幅下６９２－２
ショザイチヘンコウゴフリガナトウ
ロク

12（国内所在地の変更） 1（訂正） 株式会社所在地変更後フリガナ登録 岐阜県 岐阜市 薮田南２丁目一番一号
ショザイチヘンコウゴフリガナトウ
ロク

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ登録後閉鎖 長崎県 長崎市 江戸町２－１３ フリガナトウロクゴヘイサ

差分データ 21（登記記録の閉鎖等） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ登録後閉鎖 長崎県 長崎市 江戸町２－１３ フリガナトウロクゴヘイサ

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ登録後所在地変更 佐賀県 佐賀市 城内１丁目１－５９
フリガナトウロクゴショザイチヘン
コウ

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ登録後所在地変更 和歌山県 和歌山市 三筋目２２番地
フリガナトウロクゴショザイチヘン
コウ

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社フリガナ異動漢字名称変更前 奈良県 奈良市 登大路町３０
フリガナイドウカンジメイショウヘ
ンコウマエ

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社フリガナ異動漢字名称変更後 奈良県 奈良市 登大路町３０
フリガナイドウカンジメイショウヘ
ンコウゴ

（異動前） 01（新規） 1（訂正） 株式会社漢字名称変更前 島根県 松江市 殿町１ カンジメイショウヘンコウマエ

差分データ 11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更後フリガナ登録なし 島根県 松江市 殿町１

01（新規） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更前 福島県 福島市 杉妻町２－１６

11（商号又は名称の変更） 0（訂正以外） 株式会社漢字名称変更後フリガナ登録 福島県 福島市 杉妻町２－１６

01（新規） 1（訂正） 株式会社漢字名称変更前 福島県 福島市 杉妻町２－１６

11（商号又は名称の変更） 1（訂正） 株式会社漢字名称変更後フリガナ登録 福島県 福島市 杉妻町２－１６
カンジメイショウヘンコウゴフリガ
ナトウロク

7・8 9380001010002
名称の変更後にフリガナを登録したケース
　※　名称の変更に係る異動データについては平成30年５月８日の差分データを参照

（異動前）

差分データ

5 5150001010004

フリガナの登録後に名称の変更をしたケース
（名称の変更と同時に、名称変更後のフリガナ登録をした場合）
　※　名称の変更前のフリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月８日の差
分データを参照

6 8280001010005

フリガナの登録後に名称の変更をしたケース
（名称の変更と同時に、名称変更後のフリガナ登録がない場合）
　※　名称の変更前のフリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月８日の差
分データを参照

3 2310001010007
フリガナの登録後に登記記録の閉鎖をしたケース
　※　フリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月８日の差分データを参照

4 4300001010006
フリガナの登録後に所在地の変更をしたケース
　※　フリガナ登録に係る異動データについては平成30年５月８日の差分データを参照

国内所在地 国内所在地（英語表記）

1・2 2100001010003
所在地の変更後にフリガナを登録したケース
　※　所在地の変更に係る異動データについては平成30年５月８日の差分データを参照

（異動前）

差分データ



差分データの概要（平成31年４月３日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ） 検索対象除外

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目２０番地） 0（非該当）

差分データ 01（新規） 1（訂正）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目２０番地） 1（該当）

（異動前） 01（新規） 0（訂正以外） 株式会社検索対象除外 東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目１０番地） 0（非該当）

差分データ 01（新規） 1（訂正） 株式会社検索対象除外 東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目１０番地） 1（該当）

国内所在地 国内所在地（英語表記）

1 5111101000006 検索対象除外情報を登録したケース

2 4111101000007

検索対象除外情報の登録後、所在地の変更があり、その後検索対象除外情報が削除され
たケース
　※　所在地変更に係る異動データについては平成31年４月４日の差分データを参照
　※　検索対象除外情報の削除に係る異動データについては平成31年４月５日の差分
データを参照



差分データの概要（平成31年４月４日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ） 検索対象除外

（異動前） 01（新規） 1（訂正）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目２０番地） 1（該当）

差分データ 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 神田小川町一丁目２０番地 1（該当）

国内所在地 国内所在地（英語表記）

1 4111101000007

検索対象除外情報の登録後、所在地の変更があり、その後検索対象除外情報が削除され
たケース
　※　検索対象除外登録に係る異動データについては平成31年４月３日の差分データを
参照
　※　検索対象除外情報の削除に係る異動データについては平成31年４月５日の差分
データを参照



差分データの概要（平成31年４月５日） 別添２

一連
番号

法人番号 ケース内容 処理区分 訂正区分 法人名 国外所在地 法人名（英語表記） 法人名（フリガナ） 検索対象除外

（異動前） 01（新規） 1（訂正）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目２０番地） 1（該当）

差分データ 01（新規） 1（訂正）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 （東京市神田区小川町一丁目２０番地） 0（非該当）

（異動前） 12（国内所在地の変更） 0（訂正以外）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 神田小川町一丁目２０番地 1（該当）

差分データ 12（国内所在地の変更） 1（訂正）
株式会社検索対象除外のち所在地変更により
検索対象

東京都 千代田区 神田小川町一丁目２０番地 0（非該当）

国内所在地 国内所在地（英語表記）

1・2 4111101000007

検索対象除外情報の登録後、所在地の変更があり、その後検索対象除外情報が削除され
たケース

　※　検索対象除外登録に係る異動データについては平成31年４月３日の差分データを
参照
　※　所在地変に係る異動データについては平成31年４月４日の差分データを参照


