お客様各位

経営状況分析オンライン電子申請完全電子化
分析手数料振込 対応インターネット口座拡充のご案内
ワイズ公共データシステム（株）
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申
し上げます。
ワイズ公共データシステム（株）では、平成２１年４月１日より、経営状況分析申請における
全ての必要書類を電送によりご申請いただけることとなりました。これに併せ、分析手数料お振
込み対応インターネット口座を拡充いたしますのでお知らせいたします。
（１）経営状況分析オンライン電子申請完全電子化について
従来、経営状況分析申請書の平成２１年４月１日より、オンライン電子申請のご利用申込を
頂くことで、全ての申請書類の電送が可能となりました。
従前の ID・パスワードをお持ちのお客様につきましても、同封の利用申込書をご返送いた
だくことで、ID・パスワードを継続してご利用いただけ、従前のオンライン電子申請と同じ
手順にて、全ての申請書類を電送によりご申請いただけます。
全ての申請書類の電送利用ご希望のお客様は、お手数をおかけいたしますが、同封のオンラ
イン電子申請利用申込書に必要事項をご記入のうえ返信封筒にてご返送ください（経営状況分
析ご申請の際、申請専用封筒に同封していただいても結構です）
。
ご返送いただいた申込書は弊社にて確認後、ご申請の準備が整い次第ご登録いただいたメー
ルアドレス宛てに手続完了の報告をさせていただきます。
（２）分析手数料振込 対応インターネット振込口座拡充について
平成２１年４月１日より、オンライン電子申請を行う申請会社さま分の分析手数料を、従前
のゆうちょ銀行振込、ジャパンネット振込に加え、都市銀行及びおもな地方銀行等 358 行の
ネット口座よりお振込みいただけるようになります。
ペイジーをご利用いただくことで今後、分析手数料のお振込みを含め経営状況分析申請業務
は事務所内から全て行っていただけるようになります。
ワイズ公共データシステムは、これからも経営状況分析の電子化を推進して参ります。今後と
もご指導の程よろしくお願いいたします｡
敬具

オンライン電子申請Ｑ＆Ａ
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ１．完全電子申請を行いたい場合、事前準備は何をすればよいですか？
Ａ１．オンライン電子申請の利用申込みが必要となります。オンライン電子申請利用申込書をご郵送頂くと、
弊社にて確認・登録後、ＩＤ・パスワードを送付させて頂きます。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ２．オンライン電子申請に利用できるシステムは何になりますか？
Ａ２．下記システムにて、オンライン電子申請用の申請データを作成できます。
・電子申請支援システム 建設業統合版
・経審マネージャ
・Wisdom2006 経審点数計算システム（（株）ワイズ製品）
申請データには、経営状況分析申請書、財務諸表のデータが含まれます。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ３．完全電子申請の場合、財務諸表以外の必要書類はどのように送付しますか？
Ａ３．以下の書類の画像データを電送またはＦＡＸ送信いただきます。
はじめて弊社に経営状況分析のご申請をいただく建設会社様
（１）建設業許可通知書の写し
（２）当期減価償却実施額確認書類（別表１６（１）
（２）等）
（３）前期減価償却実施額確認書類（別表１６（１）
（２）等）
（４）前々期減価償却実施額確認書類（前々期分析結果通知書等）
（５）ＩＳＯ認証登録証の写し（９，０００円の料金プランご希望の場合）
（６）委任状の写し（代理申請の場合のみ）
前回も弊社にご申請いただいた建設会社様
（１）建設業許可通知書の写し
（２）当期減価償却実施額確認書類（別表１６（１）
（２）等）
（３）ＩＳＯ認証登録証の写し（９，０００円の料金プランご希望の場合）
（４）委任状の写し（代理申請の場合のみ）
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ４．現在利用中のＩＤ・パスワードはそのまま継続利用可能ですか？
Ａ４．「経営状況分析オンライン電子申請利用申込書」を郵送いただくことにより、現在のＩＤ・パスワード
を継続してご利用いただけます。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ５．分析料金の振込はどのようになりますか？
Ａ５．オンライン電子申請ご利用のお客様で、平成２１年４月１日より都市銀行や主な地方銀行等、対応する
３５６行のインターネット口座をお持ちのお客様は、オンライン決済により窓口でのお支払いが不要に
なります。なお、従前のゆうちょ銀行窓口からのお振込みも可能ですが、分析電子申請の際、「払込証
明書」を FAX または画像データにより送信していただきます。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ６．代理申請の場合、代理申請者のＩＤ・パスワードで申請可能ですか？
Ａ６．ご申請いただく建設会社様の委任状の画像データを添付またはＦＡＸ送信していただくことで、代理申
請者様のＩＤ・パスワードによるご申請が可能です。
委任事項に「経営状況分析オンライン電子申請に関する件」を含めてください。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ７．日本商工会議所行政書士用電子証明書（タイプ１−Ｇ）により申請データを電送することはできますか？
Ａ７．従来どおりデータを電送していただくことができます。事前にオンライン電子申請利用申込書を郵送い
ただいた場合、ＩＤ・パスワード方式と同様に経営状況分析申請を含め全ての書類を電送していただけ
ます。
------------------------------------------------------------------------------------------------Ｑ８．オンライン電子申請申込書の印は認印でよいですか？
Ａ８．代理申請者様の場合、職印にてお申し込みください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

インターネットバンキングからの分析手数料お振込方法
（１）「電子申請−支払方法の選択」で［インターネ
ットバンキング］を選択します。

（２）電子申請完了後、「ペイジー」のアイコンをク
リックします。

（３）ご利用方法、注意事項を確認後［同意する（金
融機関選択へ）］ボタンをクリックします。

（４）インターネット口座をお持ちの金融機関を選択
し［次へ進む］ボタンをクリックします。

（５）支払内容を確認後［支払いする（金融機関サイ
トへ）］ボタンをクリックします。

（６）
［移動する］ボタンをクリックし、
（４）で選択
した金融機関サイトに移動します。

（７）（４）で選択した金融機関のサイトに移動しま
す。金融機関が発行するログイン ID・パスワ
ード等によりアクセス後、支払内容をご確認の
上お振込みください。
※お振込みいただく際の振込手数料は弊社で
負担いたします。
※各金融機関が発行するログイン ID・パスワ
ード等の情報を弊社で知り得ることはあり
ません。

インターネットバンキング 振込可能金融機関一覧表
都市銀行
本店所在地 金融機関名
備考
東京都 三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都 みずほ銀行 個人口座のみ
東京都 三井住友銀行
大阪府 りそな銀行
埼玉県 埼玉りそな銀行
東京都 イーバンク銀行
東京都 ゆうちょ銀行
地方銀行
本店所在地 金融機関名
備考
北海道 北海道銀行
青森県 青森銀行
青森県 みちのく銀行
秋田県 秋田銀行
岩手県 岩手銀行
岩手県 東北銀行
群馬県 群馬銀行
栃木県 足利銀行
茨城県 常陽銀行
茨城県 関東つくば銀行
埼玉県 武蔵野銀行
千葉県 千葉銀行
千葉県 千葉興業銀行
東京都 東京都民銀行
神奈川県 横浜銀行
山梨県 山梨中央銀行
長野県 八十二銀行
富山県 北陸銀行
石川県 北國銀行
福井県 福井銀行
静岡県 静岡銀行
静岡県 スルガ銀行
岐阜県 大垣共立銀行
岐阜県 十六銀行
三重県 三重銀行
京都府 京都銀行
大阪府 池田銀行
和歌山県 紀陽銀行
鳥取県 鳥取銀行
島根県 山陰合同銀行
岡山県 中国銀行
広島県 広島銀行
山口県 山口銀行
徳島県 阿波銀行
香川県 百十四銀行 個人口座のみ
愛媛県 伊予銀行
福岡県 福岡銀行
佐賀県 佐賀銀行
熊本県 肥後銀行
鹿児島県 鹿児島銀行
沖縄県 琉球銀行
第二地方銀行
本店所在地 金融機関名
備考
北海道 北洋銀行
岩手県 北日本銀行
群馬県 東和銀行
栃木県 栃木銀行
千葉県 京葉銀行
東京都 東日本銀行
東京都 東京スター銀行 法人口座のみ
富山県 富山第一銀行
福井県 福邦銀行
静岡県 静岡中央銀行
愛知県 愛知銀行
愛知県 名古屋銀行
愛知県 中京銀行
三重県 第三銀行
大阪府 関西アーバン銀行
岡山県 トマト銀行

労働金庫
本店所在地 金融機関名
備考
北海道 北海道労働金庫 個人口座のみ
宮城県 東北労働金庫 個人口座のみ
東京都 中央労働金庫 個人口座のみ
新潟県 新潟県労働金庫 個人口座のみ
長野県 長野県労働金庫 個人口座のみ
静岡県 静岡県労働金庫 個人口座のみ
石川県 北陸労働金庫 個人口座のみ
愛知県 東海労働金庫 個人口座のみ
大阪府 近畿労働金庫 個人口座のみ
広島県 中国労働金庫 個人口座のみ
香川県 四国労働金庫 個人口座のみ
福岡県 九州労働金庫 個人口座のみ
沖縄県 沖縄県労働金庫 個人口座のみ
信用組合
本店所在地 金融機関名
備考
宮城県 仙北信用組合 個人口座のみ
茨城県 茨城県信用組合
群馬県 群馬県信用組合
東京都 青和信用組合
東京都 第一勧業信用組合
神奈川県 半原信用組合 個人口座のみ
山梨県 山梨県民信用組合 個人口座のみ
山梨県 都留信用組合
長野県 長野県信用組合
愛知県 愛知県中央信用組合 個人口座のみ
岐阜県 飛騨信用組合
滋賀県 滋賀県信用組合
大阪府 のぞみ信用組合
大阪府 大阪府医師信用組合 個人口座のみ
兵庫県 兵庫県信用組合
兵庫県 淡陽信用組合
香川県 香川県信用組合 個人口座のみ
信用金庫
本店所在地 金融機関名
備考
北海道 札幌信用金庫
北海道 室蘭信用金庫
北海道 空知信用金庫
北海道 苫小牧信用金庫
北海道 北門信用金庫
北海道 伊達信用金庫
北海道 北空知信用金庫
北海道 日高信用金庫
北海道 函館信用金庫
北海道 渡島信用金庫
北海道 江差信用金庫
北海道 小樽信用金庫
北海道 北海信用金庫
北海道 稚内信用金庫 個人口座のみ
北海道 留萌信用金庫
北海道 北星信用金庫
北海道 帯広信用金庫
北海道 釧路信用金庫
北海道 大地みらい信用金庫
北海道 網走信用金庫
北海道 紋別信用金庫
北海道 遠軽信用金庫
青森県 あおもり信用金庫
青森県 東奥信用金庫
青森県 八戸信用金庫
秋田県 秋田信用金庫
秋田県 羽後信用金庫 個人口座のみ
秋田県 秋田ふれあい信用金庫
山形県 米沢信用金庫
山形県 鶴岡信用金庫
岩手県 盛岡信用金庫
岩手県 宮古信用金庫
岩手県 一関信用金庫
岩手県 北上信用金庫

信用金庫
本店所在地 金融機関名
備考
福島県 郡山信用金庫
福島県 白河信用金庫
福島県 須賀川信用金庫
福島県 ひまわり信用金庫
福島県 あぶくま信用金庫
福島県 二本松信用金庫
福島県 福島信用金庫
群馬県 高崎信用金庫
群馬県 桐生信用金庫
群馬県 アイオー信用金庫
群馬県 利根郡信用金庫
群馬県 館林信用金庫
群馬県 北群馬信用金庫
群馬県 しののめ信用金庫
栃木県 足利小山信用金庫 個人口座のみ
栃木県 栃木信用金庫
栃木県 鹿沼相互信用金庫
栃木県 佐野信用金庫 個人口座のみ
栃木県 大田原信用金庫
栃木県 烏山信用金庫 個人口座のみ
茨城県 水戸信用金庫
茨城県 結城信用金庫
埼玉県 埼玉県信用金庫
埼玉県 青木信用金庫
埼玉県 飯能信用金庫
千葉県 千葉信用金庫
千葉県 銚子信用金庫 個人口座のみ
千葉県 東京ベイ信用金庫 個人口座のみ
千葉県 佐原信用金庫 個人口座のみ
神奈川県 横浜信用金庫 個人口座のみ
神奈川県 三浦藤沢信用金庫
神奈川県 湘南信用金庫
神奈川県 川崎信用金庫
神奈川県 平塚信用金庫
神奈川県 さがみ信用金庫
神奈川県 中栄信用金庫
神奈川県 中南信用金庫
東京都 朝日信用金庫
東京都 興産信用金庫
東京都 さわやか信用金庫
東京都 東京シティ信用金庫
東京都 芝信用金庫
東京都 東京東信用金庫
東京都 東栄信用金庫
東京都 亀有信用金庫 個人口座のみ
東京都 足立成和信用金庫
東京都 東京三協信用金庫
東京都 西京信用金庫
東京都 西武信用金庫
東京都 昭和信用金庫
東京都 目黒信用金庫
東京都 世田谷信用金庫
東京都 東京信用金庫
東京都 城北信用金庫
東京都 瀧野川信用金庫
東京都 巣鴨信用金庫
東京都 青梅信用金庫
東京都 多摩信用金庫
新潟県 長岡信用金庫
新潟県 三条信用金庫 個人口座のみ
新潟県 新発田信用金庫
新潟県 柏崎信用金庫 個人口座のみ
新潟県 上越信用金庫
新潟県 新井信用金庫 個人口座のみ
新潟県 加茂信用金庫
山梨県 甲府信用金庫
山梨県 山梨信用金庫
長野県 長野信用金庫

信用金庫
本店所在地 金融機関名
備考
富山県 氷見伏木信用金庫 個人口座のみ
富山県 砺波信用金庫
富山県 石動信用金庫
石川県 金沢信用金庫
石川県 のと共栄信用金庫
石川県 北陸信用金庫
石川県 鶴来信用金庫
石川県 興能信用金庫
福井県 福井信用金庫
福井県 敦賀信用金庫
福井県 武生信用金庫
福井県 小浜信用金庫
福井県 越前信用金庫
静岡県 静岡信用金庫
静岡県 静清信用金庫
静岡県 浜松信用金庫
静岡県 沼津信用金庫
静岡県 三島信用金庫
静岡県 富士宮信用金庫
静岡県 島田信用金庫
静岡県 磐田信用金庫
静岡県 焼津信用金庫
静岡県 掛川信用金庫
静岡県 富士信用金庫
静岡県 遠州信用金庫
岐阜県 岐阜信用金庫 個人口座のみ
岐阜県 大垣信用金庫
岐阜県 高山信用金庫
岐阜県 東濃信用金庫
岐阜県 関信用金庫 個人口座のみ
岐阜県 八幡信用金庫
岐阜県 西濃信用金庫 個人口座のみ
愛知県 豊橋信用金庫
愛知県 岡崎信用金庫
愛知県 いちい信用金庫
愛知県 瀬戸信用金庫
愛知県 半田信用金庫 個人口座のみ
愛知県 知多信用金庫
愛知県 豊川信用金庫
愛知県 豊田信用金庫
愛知県 碧海信用金庫
愛知県 西尾信用金庫
愛知県 蒲郡信用金庫
愛知県 尾西信用金庫 個人口座のみ
愛知県 中日信用金庫
愛知県 東春信用金庫
三重県 津信用金庫 個人口座のみ
三重県 北伊勢上野信用金庫 個人口座のみ
三重県 三重信用金庫
三重県 桑名信用金庫
三重県 紀北信用金庫
滋賀県 滋賀中央信用金庫 個人口座のみ
滋賀県 長浜信用金庫
滋賀県 湖東信用金庫
京都府 京都信用金庫
京都府 京都中央信用金庫
京都府 京都北都信用金庫
大阪府 大阪信用金庫
大阪府 大阪厚生信用金庫
大阪府 大阪市信用金庫
大阪府 大阪商工信用金庫
大阪府 大福信用金庫
大阪府 十三信用金庫
大阪府 大阪東信用金庫
大阪府 枚方信用金庫 個人口座のみ
大阪府 摂津水都信用金庫
奈良県 大和信用金庫 個人口座のみ
奈良県 奈良中央信用金庫

平成２１年２月２６日現在
信用金庫
本店所在地 金融機関名
備考
兵庫県 淡路信用金庫
兵庫県 但馬信用金庫
兵庫県 西兵庫信用金庫
兵庫県 中兵庫信用金庫
兵庫県 但陽信用金庫
鳥取県 鳥取信用金庫
鳥取県 米子信用金庫
鳥取県 倉吉信用金庫
島根県 しまね信用金庫
島根県 日本海信用金庫
島根県 島根中央信用金庫
岡山県 おかやま信用金庫
岡山県 水島信用金庫
岡山県 津山信用金庫
岡山県 玉島信用金庫
岡山県 備北信用金庫
岡山県 吉備信用金庫
岡山県 日生信用金庫
岡山県 備前信用金庫
広島県 広島信用金庫
広島県 呉信用金庫
広島県 しまなみ信用金庫
広島県 広島みどり信用金庫
山口県 山口信用金庫
山口県 西中国信用金庫
山口県 防府信用金庫
山口県 萩信用金庫
山口県 東山口信用金庫
徳島県 徳島信用金庫 個人口座のみ
徳島県 阿南信用金庫 個人口座のみ
香川県 高松信用金庫
香川県 観音寺信用金庫
愛媛県 愛媛信用金庫 法人口座のみ
愛媛県 宇和島信用金庫
愛媛県 東予信用金庫 個人口座のみ
愛媛県 川之江信用金庫
高知県 幡多信用金庫
福岡県 福岡信用金庫
福岡県 福岡ひびき信用金庫
福岡県 大牟田柳川信用金庫
福岡県 筑後信用金庫
福岡県 飯塚信用金庫
福岡県 大川信用金庫
福岡県 遠賀信用金庫
佐賀県 唐津信用金庫
佐賀県 佐賀信用金庫
佐賀県 伊万里信用金庫
佐賀県 杵島信用金庫
長崎県 たちばな信用金庫
熊本県 熊本信用金庫
熊本県 熊本第一信用金庫
熊本県 熊本中央信用金庫
大分県 大分みらい信用金庫
宮崎県 宮崎信用金庫
宮崎県 都城信用金庫
宮崎県 延岡信用金庫
宮崎県 高鍋信用金庫
宮崎県 南郷信用金庫
鹿児島県 鹿児島信用金庫
鹿児島県 鹿児島相互信用金庫
鹿児島県 奄美大島信用金庫
沖縄県 コザ信用金庫 個人口座のみ

