
○政府統計オンライン調査総合窓口

のホームページから「ログイン画面へ」

をクリックします。

https://www.e‐survey.go.jp/
（http://www.e‐survey.go.jp/ からもアクセス可）

※Microsoft Windows 10をご利用の方へ
Microsoft Windows 10の標準ブラウザである

「Microsoft Edge」では、PDF調査票への回答など一

部機能がご利用いただけません。左画面の「お知ら

せ」をクリックしていただきますと「Windows10をご利

用の方」という案内がございますので、こちらを参考

に設定を変更していただいてからご利用ください。

財務省の「法人企業統計調査」及び「法人企業景気予測調査」では、インターネットを活用したオンライン
提出を推進しています。

お手元のパソコンから調査票データの入力、調査票の送信が可能となるほか、入力時の合計欄の自動
計算やチェック機能が実行されるなど、調査へのご協力が容易になっていますので、是非ともご利用下さい。

なお、セキュリティにつきましては、厳重な認証プロセスや暗号化通信などを採用することにより、通信の
安全性を十分確保しています。

ほうじんくん よそくちゃん

オンライン提出の手順について

オンライン窓口への入り方 （ログイン）

(1) 日本語版オペレーティング システム（OS）
① Microsoft Windows 7 ② Microsoft Windows 8.1 ③ Microsoft Windows 10

(2) ブラウザソフト
Internet Explorer  11
※「Cookie」、「JavaScript」の設定を有効にしてください。
※Microsoft Windows 10の標準ブラウザである「Microsoft Edge」には対応しておりません。

(3) エクセル
① Excel  2010 ② Excel  2013
※上記のバージョンを推奨利用環境としておりますが、Excel2003、Excel2007も使用できます。
※Excel 2016には対応しておりません。

(4) Adobe Acrobat Reader DC以上

◄ 政府統計オンライン調査総合窓口

統計法 に 基づく 国の

統計調査です。調査票

情報の 秘密の 保護に

万全を期します。

（最寄りの財務局・財務事務所の問い合わせ先についてはお送りした封筒の表面をご覧ください。）

それでも解決しない場合など、ご不明な点がございましたら最寄りの財務局・財務事務所へお問い合わせください。

ご使用条件（推奨利用環境）

Q&A及びオンライン提出手順の詳細版について

は、財務総合政策研究所HPトップページの「政

府統計オンライン調査総合窓口へ」からご確認

いただけます。
手順通りに進まない場合は、下記掲載のＱ＆Ａをご覧ください。

（ http://www.mof.go.jp/pri/reference/bos/online_qa.pdf )

平成30年1月以降操作マニュアル

※

クリック
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〈紙面の調査票が同封されている場合〉
○同封されている調査票をご覧いただくと、

下図のように必要事項が記載してあります。

◄ ログイン情報の入力

○下記のコード・IDを入力し、
ログインをクリックします。
(全て半角での入力となり
ます。)

◄ 確認コードの変更・連絡先の登録
(1)ログイン後、確認コードの設定または変更が必要な場合、

「確認コードの変更」の画面へ自動的に進みます。
ここで、新しい確認コードを設定し、下段の確認用の欄に
もう一度入力した後、「変更」をクリックします。

(2)連絡先情報が未登録の場合または「連絡先情報の確認」
の画面で「連絡先変更へ」をクリックした場合、「連絡先
情報の登録」画面に進みます。ここで、メールアドレスを
入力後、「登録」をクリックします。

(3)「連絡先情報の確認」画面で、「調査票の一覧へ」を
クリックします。

〈紙面の調査票が同封されていない場合〉
既にオンライン利用登録を行っていただいている

法人様へは調査票を同封しておりません。

紙面の調査票が
同封されて いる 方は、3ページの オンライン利用登録 へお進みください。

同封されていない方は、4ページの 調査票のダウンロード へお進みください。

※景気予測調査の法人番号は調査票中央上の法人番号欄に記載

調 査 票

○○○○○○○○

第*******号

法人番号（法人企業統計調査）

(7文字の英数字)
［調査票の右上に記載］仮パスワード

（8文字の英数字・記号）
［調査票の右下に記載］

確認コードを設定または変更する際、以下の要件を満たしてください。
【英字、数字を各1文字以上含む8文字以上32文字以内】

宛名ラベル

ログイン情報の確認方法

法人番号(7文字の英数字)
［宛名ラベルの右下に記載］

確認コードは次回以降もログインの際に使用しますので、忘れないようお願いいたします。 確認コードメモ欄

法人番号及び仮パスワードの記載場所は下図でご確認ください。仮パスワードは1つの法人様につき、それぞれの調査で別々の

仮パスワードが設定されております。（ログインの際には英数字・記号を記載されている通りに入力してください。）
～前回までに設定したパスワード（確認コード）が不明の場合～

①前回登録時よりメールアドレスの変更が無い

「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」よりパスワード再発行が可能です。

「パスワードの再発行」の画面にて該当の「政府統計コード」、「調査対象者ID」、「メールアドレス（前回登録のもの）」をご入力いただき、

「再発行」を行ってください。後ほど、仮パスワードを通知するメールが届きます。

②前回登録時よりメールアドレスの変更がある、またはパスワードの再発行の手続きをしたがメールが届かない

お手数ですが最寄りの財務局・財務事務所へお問い合わせください。

(新たなオンライン登録手続きは必要ありません。)

法人企業統計調査 法人企業統計調査 法人企業

年次別調査 四半期別調査 景気予測調査

7IIW（ナナアイアイダブリュ） 7IIW（ナナアイアイダブリュ） 7IJ6（ナナアイジェイロク）

nfb*******1 nfb*******2 nfb*******3
　　　 　　　法人番号 　　　 　　　法人番号 　　　 　　　法人番号

ログインが

初めての場合
仮パスワード 仮パスワード 仮パスワード

ログインが2回

目以降の場合

ご担当者様が前回までに設定した
確認コード

ご担当者様が前回までに設定した
確認コード

ご担当者様が前回までに設定した
確認コード

政府統計コード

パスワード
（確認コード）

調査対象者ID

法人番号の後に、１～３を忘れずに入力してください
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オンライン利用登録

PINコード（本人確認コード）の受信

※ＰＩＮコードにつきましては、法人企業統計調査年次別調査、法人企業統計調査四半期別調査、
法人企業景気予測調査で異なっております。

◄ オンライン利用登録票の取得

上段の をクリックします。

◄ オンライン利用登録

(1)必要事項を記入します。

(2)「登録データ送信」をクリックします。

(1)「調査票回答の受付状況」画面が表示されたら、
オンライン登録の完了です。画面右上の「ログ
アウト」をクリックします。

(2)登録いただいたメールアドレスに受付完了メー
ルが自動送信されます。

◄ オンライン利用登録の完了

翌開庁日までに、財務省からPINコード(本人確認コード)をメールでお知らせいたします。(自動送信されるオンラ
イン登録の受付完了メールとは異なり、財務省で登録内容の確認を行ってからメールを送信いたします。)

紙面の調査票が同封されていない方（前回調査期以前に利用登録がお済みの方）は、次ページへお進みください。

(2)クリック

(1)必要事項
を記入

・年次別調査、四半期別調査、景気予測調査で異なります。

・年次別調査では年度内に限り使用できます。

・四半期別調査、景気予測調査では、それぞれ同一年度の4‐6月期調査から1‐3月期調査の1年間使用しますので、

忘れないようお願いいたします。

9999999

紙面の調査票が同封されている方は、ここから始めてください。

千代田区霞が関０- ０ - ０

千代田区霞が関０ - ０ - ０

貴

貴

登録完了の翌開庁日までに送付します。

PINコードメモ欄

法人企業統計

四半期別調査

平成29年４－６

月期

法人企業統計調査

2017/08/10

2017/08/1

クリック

法人企業統計調査

法人企業統計四半期別調査・オンライン利用登録票

NFB９９９９９９９２

Ｚ

××××××××

調査回答を受け付けました。ご回答ありがとうございました。

法人企業統計調査
クリック
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②調査票のダウンロード

◄ 新しいフォルダを作成

○ファイルをダウンロードする前に、任意の場所に新しいフォルダを
作成し、その中に保存するようにしてください。
なお、フォルダ名は任意のもので結構です。

※過去のオンライン提出時にダウンロードしたデータは一切使用
しません。 それらとの混同を避けるため、また、保存状態を分かり

やすくするために、新たにフォルダの作成をお願いしております。

調査票のダウンロード

①新しいフォルダを作成

○政府統計オンライン調査総合窓口にログ

インします。

ログイン方法は1～2ページをご参照くださ

い。

◄ 調査票入力ツールの保存（手順１）

(1)画面の左側にある添付ファイルを表示する
アイコン（又は添付ファイルのタブ) をクリック
します。(ご利用の環境によってアイコンの

位置等が異なります。)

(2)          のように添付ファイルの一覧画面が
開きますので、調査票入力ツール(ファイル
名「NFB0001*」)を選択します。

※調査票入力ツールのファイル名「NFB0001*」

のうち「*」には、「1～3、A～K」のいずれか

1文字が表示されます。以下、ファイル名を

「NFB00012」に統一して説明しておりますが

手順に相違はありません。

(3)上の「①新しいフォルダを作成」で作成した
フォルダの中に保存 します。(ﾄﾞﾗｯｸﾞ＆ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
でも保存できます。)

※保存ができない場合
Ｑ＆Ａ（本紙Ｐ１参照）のQ７「添付ファイルが
保存できない場合の対処方法」 を参照して
ください。

※ファイル名「NFB0001*」は変更しないでくだ
さい。

下段の をクリックします。

フォルダ
の作成

◄ 政府統計オンライン調査総合窓口

◄ 調査票の選択

紙面の調査票が同封されていない方は、ここから始めてください。

法人企業統計調査

法人企業統計

四半期別調査

平成29年４－６

月期

2017-07-1015：2017/08/1

2017/08/1

クリック

(3)クリック

(2)選択

(1)クリック
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前回調査データの取出

調査項目入力

(1)3ページの「3 PINコード(本人確認コード)の受信」で入手
したPINコード(4文字:半角英数)を入力します。

（すでに同一年度のPINコードがお手元にある方はそちらを
入力してください。）

※オンライン提出が2回目以降のご担当者様へ
10月下旬に「財務省より法人企業景気予測
調査のお知らせ(2)」という表題の電子メールで

(2)「前回調査データ取出」をクリックします。
データの保存画面が開きますので、調査票入力ツール
(ファイル名「NFB00012」)が保存されているフォルダの中
に保存します。

(3)前回調査データ（ファイル名「GD04020101d_data」
（XML形式）） が保存されます。

(4)調査票入力ツール・前回調査データダウンロード画面
から左上の「戻る」をクリックし、ログアウトしていただい
てからブラウザを閉じてください。

(1)開く

(4)クリック

(5)入力

マクロが無効に
なっている場合

◄ 前回調査データ取出（手順２）

◄ 調査項目の入力（手順３）

(1)調査票入力ツール(ファイル名
「NFB00012」)を開きます。

※前回調査データ(ファイル名
「GD04020101d_data」)を同じ
フォルダに入れて、調査票を
開いてください。

(2)ご利用のExcelのバージョンに応じて
表示された案内に従いマクロを有効
にしてください。

※マクロを有効にする設定を反映
させるために調査票入力ツール
を一度閉じ、再度開く必要が
ある場合があります。

※Excel 2003をご利用の場合、以下
の(3)、(4)は必要ありません。

(3)ポップアップが表示されますので、
「OK」をクリック します。

(4)「アドイン」をクリックします。
クリックすると のようにボタンが
表示されます。

(5)調査項目を入力します。

(1)PINコード入力
（4文字：半角英数）

(2)クリック

マクロが有効に
なっている場合

マクロを
有効にする

(2)

(3)クリック

オンライン提出が今回初めての場合でも

法人情報取得のため、必ず行ってください。

【PINコード(本人確認コード)について】

・年次別調査、四半期別調査、景気予測調査で異なります。

・ＰＩＮコードが不明の場合は、お手数ですが最寄りの財務局・財務事務所へ

お問い合わせください。
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調査票の保存、回答データの送信（提出）

（1）調査項目の入力が終了しましたら、調査票入力ツール
の左上の「保存」をクリックします。なお、入力した内容
によりメッセージ一覧にエラーメッセージが表示される
場合があります。

（2）「回答データ作成」をクリックします。

（3）調査票入力ツールが保存されているフォルダ内に
「De9999999*_回答データ」(XML形式)が作成されます。

※ファイル名のうち、「9999999」にはそれぞれの法人番号、
「*」には「1～3、A～K」のいずれか1文字が入ります。

※調査期間経過後は、作成したデータを確認できなくなります。
印刷して保管していただくようお願いいたします。

（4）「終了」をクリックし、調査票入力ツールを閉じます。

※作業を一時中断したい場合は、「保存」をクリックした後、
「終了」をクリックしてください。作業を再開する場合は、
再度調査票入力ツールを開いていただきますと、中断した
ところから入力を再開することができます。

①調査票の保存、回答データの作成

(1)政府統計オンライン調査総合窓口にログインした後、
「調査票の一覧」の画面まで進み、画面の上部中央にある
「調査回答ファイルの一括送信」をクリックします。

(2)「調査回答ファイルの一括送信」の画面が開きましたら、
「参照」をクリックします。

(3)「アップロードするファイルの選択」画面が開きますので、
上の「①調査票の保存、回答データの作成」で作成した
「De9999999*_回答データ」 (XML形式)を選択し、
「開く」をクリックします。

(4)      のように「De9999999*_回答データ」が添付されま
したら、右下の「一括送信」をクリックします。

(5)「調査票回答の受付状況確認」画面が表示されます。

(6)「回答の一括登録受付状況」という件名のメールがご担当
者様のアドレスに自動送信されます。
(メール到達まで10分程度かかることがあります。)
※メールの本文に「～回答受付できません～」との文言が
ある場合は正常に受け付けておりませんので、手順を
ご確認いただいた上で改めて送信してください。

以上でオンラインによる提出は完了です。ご協力ありがとうございました。

(2) (1)
(4)

◄ 調査票の保存、 回答データの作成

◄ 回答の登録

(1)の「保存」をクリックすると自動的に作成されます。

(3)

②回答データの送信（提出）

「状況」及び「回答日時」に

表示があれば受付完了

(1)クリック

「調査票の一覧」画面

からも受付状況を確認

できます。

2017-07-1015：30

2017/08/10

2017/08/10

法人企業統計

四半期別調査

平成29年４－６

月期

2017-07-1015：30

法人企業統計調査

（2）クリック

（4）クリック

法人企業統計
四半期別調査

平成29年４－６月
期

（3）クリック

(5)
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