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■レイアウトの見方
○桁数

出力する最大桁数という意味です。
文字列は後ろのスペースを取り除き、数字は有効文字数分だけ出力されます。
全角文字を指定できる項目については、[半角桁数／全角桁数]の形で記載しています。

○型の「数字(－)」
マイナスの可能性がある数値項目を意味します。マイナス数値の場合、先頭に「－」がつきます。
桁数は、「－」を加えたものですので、プラスの場合、有効数字は1桁少なくなります。

例）仕訳データの「借方金額」は11桁となっていますので、出力される範囲は、-9,999,999,999～
99,999,999,999となります。有効数字は11桁までです。

○集計された金額・数量
内部計算式で取り得る最大の桁数で出力します。この場合、マイナスの有効桁数はプラスより1桁少なくなります。
金額…12桁(-99,999,999,999～999,999,999,999,999)

○日付項目は西暦の8桁で出力されます。
例）20110902

○データレコードの終わりにはCR(0x0D)、LF(0x0A)が付きます。
○変更履歴は、変更があったRev等を記載しています。
○[必須項目・初期値]

行の印の意味は以下のとおりです。
◎：値が必要。
○：受入内容により値が必要。

○備考欄
項目の値や説明、受け入れ時の条件について記載しています。説明が長いものは欄外に記載しています。

※(会計)：印刷指示条件で会計区分が指定なし(法人全体)の場合は、空になります。
※(事業)："事業管理しない"または"貸借対照表以外管理する かつ 貸借対照表科目"の場合は空になります。
※(事業_列非表示)：
　事業管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
　印刷指示条件で事業が指定なしの場合は、空になります。
※(集計_科目名桁数)：
　勘定科目名は「全角7/半角14」ですが、集計行や差額行のためにこの桁数で出力されます。
※(集計_勘定科目名)：
　集計行の場合は、集計科目名を出力します。
　勘定科目名は「全角7/半角14」ですが、集計行や差額行のためにこの桁数で出力されます。
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改訂履歴
Rev. 名称 変更項目 互換性情報 変更種類

摘要文 借方補助・中科目コード
借方補助・中科目名
貸方補助・中科目コード
貸方補助・中科目名
借方小科目コード
借方小科目名
貸方小科目コード
貸方小科目名

追加項目は末尾です。 追加

配賦パターン 優先配賦先科目 追加項目は末尾です。 追加
仕訳データ 入力プログラム区分に「19:取引明細受入」を追加 追加
システムユーザーメール設定 新規
システムユーザーメール設定 注意書きを修正（サブスクリプションライセンスの記載を追加） 変更
配賦基準 注意書きを修正（配賦先科目を設定する場合の記載を追加） 変更
配賦パターン 注意書きを修正（配賦先科目を設定する場合の記載を追加） 変更
会計区分 「会計コード」「ｶﾅ索引」の備考を変更 備考の変更

勘定科目
「見出し科目１コード」「見出し科目２コード」「主科目コー
ド」「中科目コード」「小科目コード」「ｶﾅ索引」「借方税区分
コード」「貸方税区分コード」の備考を変更

備考の変更

補助科目
「主科目コード」「補助科目コード」「ｶﾅ索引」「正式名ﾌﾘｶﾞﾅ」
「借方税区分コード」「貸方税区分コード」「TEL」「FAX」「法
人番号」の備考を変更

備考の変更

評価勘定科目設定
「主科目コード」「補助科目コード」「控除対象主科目コード」
「控除対象補助科目コード」の備考を変更

備考の変更

正味財産科目設定
「主科目コード」「補助・中科目コード」「小科目コード」「転
記先主科目コード」の備考を変更

備考の変更

基金科目設定
「主科目コード」「補助・中科目コード」「小科目コード」「基
金転記先主科目コード」「代替基金転記先主科目コード」の備考
を変更

備考の変更

資金収支科目設定

「主科目コード」「補助・中科目コード」「小科目コード」「読
替先借方主科目コード」「読替先借方中科目コード」「読替先借
方小科目コード」「読替先貸方主科目コード」「読替先貸方中科
目コード」「読替先貸方小科目コード」の備考を変更

備考の変更

キャッシュ・フロー科目設定

「主科目コード」「補助・中科目コード」「小科目コード」「読
替先（直接法）借方主科目コード」「読替先（直接法）借方中科
目コード」「読替先（直接法）借方小科目コード」「読替先（直
接法）貸方主科目コード」「読替先（直接法）貸方中科目コー
ド」「読替先（直接法）貸方小科目コード」「読替先（間接法）
借方主科目コード」「読替先（間接法）借方中科目コード」「読
替先（間接法）借方小科目コード」「読替先（間接法）貸方主科
目コード」「読替先（間接法）貸方中科目コード」「読替先（間
接法）貸方小科目コード」「読替先（間接法）調整主科目コー
ド」「読替先（間接法）調整中科目コード」「読替先（間接法）
調整小科目コード」の備考を変更

備考の変更

事業 「会計コード」「事業コード」「ｶﾅ索引」の備考を変更 備考の変更

事業グループ
「会計コード」「事業グループコード」「ｶﾅ索引」「含まれる事
業または事業グループコード」の備考を変更

備考の変更

期首残高
「会計コード」「事業コード」「主科目コード」「補助科目コー
ド」の備考を変更

備考の変更

管理グループ
「管理グループコード」「ｶﾅ索引」「含まれる会計区分または管
理グループコード」「含まれる事業または事業グループコード」
の備考を変更

備考の変更

摘要文
「摘要コード」「ｶﾅ索引」「借方主科目コード」「貸方主科目
コード」「借方補助・中科目コード」「貸方補助・中科目コー
ド」「借方小科目コード」「貸方小科目コード」の備考を変更

備考の変更

自動仕訳

「自動仕訳コード」「ｶﾅ索引」「会計コード」「借方事業コー
ド」「借方主科目コード」「借方補助・中科目コード」「借方小
科目コード」「借方税区分コード」「貸方事業コード」「貸方主
科目コード」「貸方補助・中科目コード」「貸方小科目コード」
「貸方税区分コード」「数字１」「数字２」の備考を変更

備考の変更

予約伝票

「予約伝票コード」「ｶﾅ索引」「会計コード」「借方事業コー
ド」「借方主科目コード」「借方補助・中科目コード」「借方小
科目コード」「借方税区分コード」「貸方事業コード」「貸方主
科目コード」「貸方補助・中科目コード」「貸方小科目コード」
「貸方税区分コード」「数字１」「数字２」の備考を変更

備考の変更

配賦基準

「配賦基準コード」「ｶﾅ索引」「集計主科目コード」「集計補
助・中科目コード」「集計小科目コード」「集計項目コード」
「配賦先会計コード」「配賦先事業コード」「配賦先主科目コー
ド」「配賦先補助・中科目コード」「配賦先小科目コード」の備
考を変更

備考の変更

配賦パターン

「配賦パターンコード」「ｶﾅ索引」「配賦元会計コード」「配賦
元事業コード」「配賦元主科目コード」「配賦元補助・中科目
コード」「配賦元小科目コード」「配賦元税区分コード」「配賦
基準コード」「集計主科目コード」「集計補助・中科目コード」
「集計小科目コード」「集計項目コード」「配賦先基本主科目
コード」「配賦先基本補助・中科目コード」「配賦先基本小科目
コード」「配賦先会計コード」「配賦先事業コード」「配賦先主
科目コード」「配賦先補助・中科目コード」「配賦先小科目コー
ド」の備考を変更

備考の変更

配賦仮科目

「会計コード」「事業コード」「配賦元相手主科目コード」「配
賦元相手補助・中科目コード」「配賦元相手小科目コード」「配
賦先相手主科目コード」「配賦先相手補助・中科目コード」「配
賦先相手小科目コード」の備考を変更

備考の変更

伝票エラーメッセージ

「伝票エラーメッセージコード」「ｶﾅ索引」「会計コード」「借
方主科目コード」「借方補助・中科目コード」「借方小科目コー
ド」「貸方主科目コード」「貸方補助・中科目コード」「貸方小
科目コード」の備考を変更

備考の変更

4.00

1.10

2.00

5.00
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Rev. 名称 変更項目 互換性情報 変更種類

法人口座

「法人口座コード」「金融機関コード」「金融機関名ﾌﾘｶﾞﾅ」「店
番号」「支店名ﾌﾘｶﾞﾅ」「口座番号」「委託番号」「委託者名ﾌﾘｶﾞ
ﾅ」「法人口座主科目コード」「法人口座補助コード」「手数料主
科目コード」「手数料補助・中科目コード」「手数料小科目コー
ド」「支払手数料（EB連携）主科目コード」「支払手数料（EB連
携）補助・中科目コード」「支払手数料（EB連携）小科目コー
ド」「雑収入主科目コード」「雑収入補助・中科目コード」「雑
収入小科目コード」
の備考を変更

備考の変更

振込先
「補助科目コード」「ﾌﾘｶﾞﾅ」「法人口座コード」「金融機関コー
ド」「店番号」「口座番号」「顧客コード１」「顧客コード２」
「EDI情報」の備考を変更

備考の変更

予算
「会計コード」「事業コード」「主科目コード」「中科目コー
ド」「小科目コード」の備考を変更

備考の変更

仕訳データ

「会計コード」「借方事業コード」「借方主科目コード」「借方
補助・中科目コード」「借方小科目コード」「借方税区分コー
ド」「貸方事業コード」「貸方主科目コード」「貸方補助・中科
目コード」「貸方小科目コード」「貸方税区分コード」「数字
１」「数字２」「配賦基準コード」の備考を変更

備考の変更

仕訳データ 公益V12
(平成20年版)形式

「会計コード」「借方事業コード」「借方主科目コード」「借方
補助・中科目コード」「借方小科目コード」「借方税区分コー
ド」「貸方事業コード」「貸方主科目コード」「貸方補助・中科
目コード」「貸方小科目コード」「貸方税区分コード」「数字
１」「数字２」の備考を変更

備考の変更

仕訳データ 公益V12
(平成20年版)形式

「会計コード」「借方事業コード」「借方主科目コード」「借方
補助・中科目コード」「借方小科目コード」「借方税区分コー
ド」「貸方事業コード」「貸方主科目コード」「貸方補助・中科
目コード」「貸方小科目コード」「貸方税区分コード」「数字
１」「数字２」の備考を変更

備考の変更

参考資料（税区分一覧表） 新規

勘定科目
「勘定科目区分」「勘定科目正式名」「貸借区分」「借方税区分
コード」「貸方税区分コード」の必須項目・初期値備考を変更

必須項目・
初期値の変

更

補助科目
「貸借区分」「補助科目正式名」「借方税区分コード」「貸方税
区分コード」の必須項目・初期値を変更

必須項目・
初期値の変

更
システムユーザー ユーザーレベルに「9:連携ユーザー」を追加 データ追加
伺書パターン 新規
伺書 新規
取引データ 新規
仕訳データ 入力プログラム区分に「20:クイック仕訳転送」を追加 備考の変更
勘定科目属性一覧 新規

6.02

6.00
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 法人コード 4 文字列
2 法人名 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 法人正式名 30/60 文字列
5 期首日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 期末日 8 数字 YYYYMMDD形式
7 決算期数 3 数字
8 使用する暦 1 数字 0: 西暦、1: 和暦

9 事業管理 1 数字
0: 管理しない、1: 全科目、2: 貸
借対照表以外

10 郵便番号 8 文字列 ※ 数字と「-」で8桁になります。
11 住所１ 20/40 文字列
12 住所２ 20/40 文字列
13 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
14 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
15 TEL 26 文字列
16 FAX 26 文字列
17 法人番号 13 文字列
18 主科目コード桁数 2 数字 3～10
19 主科目コード０詰め 1 数字 0: ０詰めしない、1: ０詰めする
20 中科目コード桁数 2 数字 5～10
21 中科目コード０詰め 1 数字 0: ０詰めしない、1: ０詰めする
22 小科目コード桁数 2 数字 5～10
23 小科目コード０詰め 1 数字 0: ０詰めしない、1: ０詰めする
24 補助科目コード桁数 2 数字 5～10
25 補助科目コード０詰め 1 数字 0: ０詰めしない、1: ０詰めする
26 事業コード桁数 1 数字 3～6
27 事業グループコード桁 1 数字 3～6

28 消費税管理 1 数字
0: 免税事業者、1: 簡易課税、2:
一般課税(個別対応方式)、3: 一般
課税(一括比例配分方式)

29 消費税自動計算 1 数字
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算

30 消費税端数処理 1 数字
0: 切り捨て、1: 切り上げ、2: 四
捨五入

31 伝票番号管理 1 数字
0: 月別自動付番、2: 手入力、3:
使用しない、4: 年度別自動付番

32 自動付番単位 1 数字
0: 法人、1: 会計区分、3: 入力担
当者

33 重複伝票番号 1 数字 0: 許可しない、1: 許可する

34 仕訳締切日付 8 数字
YYYYMMDD形式
仕訳締切日付を設定しない場合は
空になります。

35 出力レイアウト 1 数字

【公益法人会計 平成20年施行版】
0: 基本レイアウト、1: 基金設定
レイアウト、4: 税効果会計適用レ
イアウト、5: 税効果会計適用/基
金設定レイアウト

【公益法人会計 昭和62年施行版】
0: 基本レイアウト

36 勘定科目正式名の出力 1 数字
0: 入力通り、1: 均等割付、2: ス
ペース削除

37 予算承認欄数 1 数字 3～5

38
予算承認階層１の承認
権レベル

1 数字

1:レベル９の承認者、2:レベル８
の承認者、3:レベル７の承認者、
4:レベル６の承認者、5:レベル５
の承認者、6:レベル４の承認者、
7:レベル３の承認者、8:レベル２
の承認者、9:レベル１の承認者

39
予算承認階層２の承認
権レベル

1 数字 同上

40
予算承認階層３の承認
権レベル

1 数字 同上

41
予算承認階層４の承認
権レベル

1 数字 同上

42
予算承認階層５の承認
権レベル

1 数字 同上

43
予算承認階層１の承認
印名称

5/10 文字列

◆基本情報　(version 5)

4



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

44
予算承認階層２の承認
印名称

5/10 文字列

45
予算承認階層３の承認
印名称

5/10 文字列

46
予算承認階層４の承認
印名称

5/10 文字列

47
予算承認階層５の承認
印名称

5/10 文字列

48 予算データ反映 1 数字
0:入力時、1:チェックリスト承認
時

49
予算データ反映承認階
層

1 数字
1: 承認階層５、2: 承認階層４、
3: 承認階層３、4: 承認階層２、
5: 承認階層１

50 伝票承認欄数 1 数字 3～5

51
伝票承認階層１の承認
権レベル

1 数字

1:レベル９の承認者、2:レベル８
の承認者、3:レベル７の承認者、
4:レベル６の承認者、5:レベル５
の承認者、6:レベル４の承認者、
7:レベル３の承認者、8:レベル２
の承認者、9:レベル１の承認者

52
伝票承認階層２の承認
権レベル

1 数字 同上

53
伝票承認階層３の承認
権レベル

1 数字 同上

54
伝票承認階層４の承認
権レベル

1 数字 同上

55
伝票承認階層５の承認
権レベル

1 数字 同上

56
伝票承認階層１の承認
印名称

5/10 文字列

57
伝票承認階層２の承認
印名称

5/10 文字列

58
伝票承認階層３の承認
印名称

5/10 文字列

59
伝票承認階層４の承認
印名称

5/10 文字列

60
伝票承認階層５の承認
印名称

5/10 文字列

61 仕訳データ反映 1 数字
0:入力時、1:チェックリスト承認
時

62
仕訳データ反映承認階
層

1 数字
1: 承認階層５、2: 承認階層４、
3: 承認階層３、4: 承認階層２、
5: 承認階層１

63 自分入力仕訳 1 数字 0: 承認できない、1: 承認できる
64 検印パターン１名称 5/10 文字列

65
検印パターン１検印欄
数

1 数字 3～5

66
検印パターン１階層１
の検印名称

5/10 文字列

67
検印パターン１階層２
の検印名称

5/10 文字列

68
検印パターン１階層３
の検印名称

5/10 文字列

69
検印パターン１階層４
の検印名称

5/10 文字列

70
検印パターン１階層５
の検印名称

5/10 文字列

71 検印パターン２名称 5/10 文字列

72
検印パターン２検印欄
数

1 数字 3～5

73
検印パターン２階層１
の検印名称

5/10 文字列

74
検印パターン２階層２
の検印名称

5/10 文字列

75
検印パターン２階層３
の検印名称

5/10 文字列

5



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

76
検印パターン２階層４
の検印名称

5/10 文字列

77
検印パターン２階層５
の検印名称

5/10 文字列

78 検印パターン３名称 5/10 文字列

79
検印パターン３検印欄
数

1 数字 3～5

80
検印パターン３階層１
の検印名称

5/10 文字列

81
検印パターン３階層２
の検印名称

5/10 文字列

82
検印パターン３階層３
の検印名称

5/10 文字列

83
検印パターン３階層４
の検印名称

5/10 文字列

84
検印パターン３階層５
の検印名称

5/10 文字列

85 検印パターン４名称 5/10 文字列

86
検印パターン４検印欄
数

1 数字 3～5

87
検印パターン４階層１
の検印名称

5/10 文字列

88
検印パターン４階層２
の検印名称

5/10 文字列

89
検印パターン４階層３
の検印名称

5/10 文字列

90
検印パターン４階層４
の検印名称

5/10 文字列

91
検印パターン４階層５
の検印名称

5/10 文字列

92 検印パターン５名称 5/10 文字列

93
検印パターン５検印欄
数

1 数字 3～5

94
検印パターン５階層１
の検印名称

5/10 文字列

95
検印パターン５階層２
の検印名称

5/10 文字列

96
検印パターン５階層３
の検印名称

5/10 文字列

97
検印パターン５階層４
の検印名称

5/10 文字列

98
検印パターン５階層５
の検印名称

5/10 文字列

99 検印パターン６名称 5/10 文字列

100
検印パターン６検印欄
数

1 数字 3～5

101
検印パターン６階層１
の検印名称

5/10 文字列

102
検印パターン６階層２
の検印名称

5/10 文字列

103
検印パターン６階層３
の検印名称

5/10 文字列

104
検印パターン６階層４
の検印名称

5/10 文字列

105
検印パターン６階層５
の検印名称

5/10 文字列

106 検印パターン７名称 5/10 文字列

107
検印パターン７検印欄
数

1 数字 3～5

108
検印パターン７階層１
の検印名称

5/10 文字列

109
検印パターン７階層２
の検印名称

5/10 文字列

110
検印パターン７階層３
の検印名称

5/10 文字列

111
検印パターン７階層４
の検印名称

5/10 文字列

112
検印パターン７階層５
の検印名称

5/10 文字列

113 検印パターン８名称 5/10 文字列

114
検印パターン８検印欄
数

1 数字 3～5

6



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

115
検印パターン８階層１
の検印名称

5/10 文字列

116
検印パターン８階層２
の検印名称

5/10 文字列

117
検印パターン８階層３
の検印名称

5/10 文字列

118
検印パターン８階層４
の検印名称

5/10 文字列

119
検印パターン８階層５
の検印名称

5/10 文字列

120 検印パターン９名称 5/10 文字列

121
検印パターン９検印欄
数

1 数字 3～5

122
検印パターン９階層１
の検印名称

5/10 文字列

123
検印パターン９階層２
の検印名称

5/10 文字列

124
検印パターン９階層３
の検印名称

5/10 文字列

125
検印パターン９階層４
の検印名称

5/10 文字列

126
検印パターン９階層５
の検印名称

5/10 文字列

127 検印パターン１０名称 5/10 文字列

128
検印パターン１０検印
欄数

1 数字 3～5

129
検印パターン１０階層
１の検印名称

5/10 文字列

130
検印パターン１０階層
２の検印名称

5/10 文字列

131
検印パターン１０階層
３の検印名称

5/10 文字列

132
検印パターン１０階層
４の検印名称

5/10 文字列

133
検印パターン１０階層
５の検印名称

5/10 文字列

134 電子帳簿保存 1 数字
0: 電子帳簿保存しない、1: 電子
帳簿保存する

135 履歴を残さない日数 1 数字
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20／40 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆会計区分　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 勘定科目属性 8 数字 ◎

3 勘定科目区分 1 数字
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

見出し科目１コード～
小科目コードから判断

0:主科目、1:中科目、2:小科目、
3:見出し科目１、4:見出し科目２

5 見出し科目１コード 10 文字列 ○ 半角英数
6 見出し科目２コード 10 文字列 ○ 半角英数
7 主科目コ ード 10 文字列 ○ 半角英数
8 中科目コ ード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
9 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
10 勘定科目名 7/14 文字列 ◎
11 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

12 勘定科目正式名 20/40 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

勘定科目名

13 貸借区分 1 数字
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1 1: 借方、2: 貸方

14 借方税区分コード 2 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

15 借方税区分名 7/14 文字列

16 貸方税区分コード 2 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

17 貸方税区分名 7/14 文字列

18 消費税自動計算 1 数字 9(指定なし)
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

19 消費税端数処理 1 数字 9(指定なし)
0: 切り捨て、1: 切り上げ、2: 四
捨五入、9: 指定なし

20 初期内部取引区分 1 数字 0(設定なし)
0: 設定なし、1: 事業間(グループ
内)、2: 事業間取引、3: 会計間取
引

21 説明 370/740 文字列
改行は「\r\n」に加工して出力し
ます。

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 受入時にデータが存在しない場合、勘定科目属性により自動でセットします

◆勘定科目　(version 5)
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【会計区分行】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 主科目コ ード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列

3 貸借区分 1 数字
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1 1: 借方、2: 貸方

4 補助科目コード 10 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
5 補助科目名 7/14 文字列 ◎
6 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

7 補助科目正式名 20/40 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

補助科目名

8 正式名ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列 スペース 半角文字

9 借方税区分コード 2 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

10 借方税区分名 7/14 文字列

11 貸方税区分コード 2 文字列
Rev6.00で必須項
目・初期値を変更

※1
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

12 貸方税区分名 7/14 文字列

13 消費税自動計算 1 数字 ※1
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

14 消費税端数処理 1 数字 ※1
0: 切り捨て、1: 切り上げ、2: 四
捨五入、9: 指定なし

15 郵便番号 8 文字列 スペース ※ 数字と「-」で8桁になります。
16 住所１ 20/40 文字列 スペース
17 住所２ 20/40 文字列 スペース

18 TEL 26 文字列 スペース
半角数字
-()

19 FAX 26 文字列 スペース
半角数字
-()

20 法人番号 13 文字列 スペース 半角数字

21 振込先 1 数字 0(振込先に使用しない)
0: 振込先に使用しない、1: 振込
先に使用する

22 締日 2 数字 0 0～99
23 支払日 2 数字 0 0～99

24 説明 370/740 文字列
改行は「\r\n」に加工して出力し
ます。

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 受入時にデータが存在しない場合、勘定科目により自動でセットします。

◆補助科目　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
4 補助科目名 7/14 文字列
5 控除対象主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
6 控除対象主科目名 7/14 文字列

7
控除対象補助科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

8 控除対象補助科目名 7/14 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆評価勘定科目設定　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

4 補助・中科目名 7/14 文字列

5 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
6 小科目名 7/14 文字列
7 転記先主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数

8 転記先主科目名 7/14 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆正味財産科目設定　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

4 補助・中科目名 7/14 文字列

5 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
6 小科目名 7/14 文字列

7
基金転記先主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

8 基金転記先主科目名 7/14 文字列

9
代替基金転記先主科目
コード

10 文字列 ○ 半角英数

10
代替基金転記先主科目
名

7/14 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆基金科目設定　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

4 補助・中科目名 7/14 文字列

5 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
6 小科目名 7/14 文字列

7
資金収支資金科目フラ
グ

10 文字列 ◎ 0：なし、1：資金科目

8
読替先借方主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

9 読替先借方主科目名 7/14 文字列

10
読替先借方中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

11 読替先借方中科目名 7/14 文字列

12
読替先借方小科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

13 読替先借方小科目名 7/14 文字列

14
読替先貸方主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

15 読替先貸方主科目名 7/14 文字列

16
読替先貸方中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

17 読替先貸方中科目名 7/14 文字列

18
読替先貸方小科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

19 読替先貸方小科目名 7/14 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆資金収支科目設定　(version 5)

14



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ◎ 半角英数
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

4 補助・中科目名 7/14 文字列

5 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
6 小科目名 7/14 文字列

7
キャッシュ・フロー資
金科目フラグ

1 文字列 ◎ 0：なし、1：資金科目

8
読替先（直接法）借方
主科目コード

10 文字列 ○ 半角英数

9
読替先（直接法）借方
主科目名

7/14 文字列

10
読替先（直接法）借方
中科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

11
読替先（直接法）借方
中科目名

7/14 文字列

12
読替先（直接法）借方
小科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

13
読替先（直接法）借方
小科目名

7/14 文字列

14
読替先（直接法）貸方
主科目コード

10 文字列 ○ 半角英数

15
読替先（直接法）貸方
主科目名

7/14 文字列

16
読替先（直接法）貸方
中科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

17
読替先（直接法）貸方
中科目名

7/14 文字列

18
読替先（直接法）貸方
小科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

19
読替先（直接法）貸方
小科目名

7/14 文字列

20
読替先（間接法）借方
主科目コード

10 文字列 ○ 半角英数

21
読替先（間接法）借方
主科目名

7/14 文字列

22
読替先（間接法）借方
中科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

23
読替先（間接法）借方
中科目名

7/14 文字列

24
読替先（間接法）借方
小科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

25
読替先（間接法）借方
小科目名

7/14 文字列

26
読替先（間接法）貸方
主科目コード

10 文字列 ○ 半角英数

27
読替先（間接法）貸方
主科目名

7/14 文字列

28
読替先（間接法）貸方
中科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

29
読替先（間接法）貸方
中科目名

7/14 文字列

30
読替先（間接法）貸方
小科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

31
読替先（間接法）貸方
小科目名

7/14 文字列

32
読替先（間接法）調整
主科目コード

10 文字列 ○ 半角英数

33
読替先（間接法）調整
主科目名

7/14 文字列

34
読替先（間接法）調整
中科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

35
読替先（間接法）調整
中科目名

7/14 文字列

36
読替先（間接法）調整
小科目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

37
読替先（間接法）調整
小科目名

7/14 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆キャッシュ・フロー科目設定　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20/40 文字列

3 事業コード 6 文字列 ◎
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

4 事業名 20/40 文字列 ◎
5 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆事業　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 残高区分 1 数字 ◎ 0: 科目、1: 補助
2 会計コード 3 文字列 ◎ 半角数字
3 会計名 20/40 文字列

4 事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

5 事業名 20/40 文字列
6 主科目コード 10 文字列 ◎ 半角英数
7 主科目名 7/14 文字列
8 補助科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
9 補助科目名 7/14 文字列
10 借方金額 12 数字 ○
11 貸方金額 12 数字 ○

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆期首残高　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20/40 文字列

3 事業グループコード 7 文字列 ◎
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)
先頭に「*」

4 事業グループ名 20/40 文字列 ◎
5 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

6
含まれる事業または事
業グループコード

7 文字列 ◎
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)
事業グループの場合、先頭に「*」

7
含まれる事業または事
業グループ名

20/40 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆事業グループ　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 管理グループコ ード 4 文字列 ◎
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)
先頭に「*」

2 管理グループ名 20/40 文字列 ◎

3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

4
含まれる会計区分また
は管理グループコード

4 文字列 ◎
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)
管理グループの場合、先頭に「*」

5
含まれる会計区分また
は管理グループ名

20/40 文字列

6
含まれる事業または事
業グループコード

7 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)
事業グループの場合、先頭に「*」

7
含まれる事業または事
業グループ名

20/40 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆管理グループ　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 決算期数 3 数字 ◎

2 仕訳区分 2 数字 21(月次)
11: 月初、21: 月次、31: 決算
１、32: 決算２、33: 決算３

3 会計コード 3 文字列 ◎
4 会計名 20/40 文字列
5 事業コード 6 文字列 ○ ※(事業)
6 事業名 20/40 文字列 ※(事業)
7 主科目コード 10 文字列 ◎
8 主科目名 7/14 文字列
9 補助・中科目コード 10 文字列 ○
10 補助・中科目名 7/14 文字列
11 小科目コード 10 文字列 ○
12 小科目名 7/14 文字列
13 期首残高 12 数字 ○
14 ○○月度 (金額) 12 数字 ○ ※1

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 常に12項目となり、見出し項目と同じ項目名で出力する

◆過年度実績　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 摘要コ ード 4 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 摘要文 128/256 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 表示区分 1 数字 1(表示) 0: 非表示、1: 表示
5 借方主科目コード 10 文字列 半角英数
6 借方主科目名 7/14 文字列
7 貸方主科目コード 10 文字列 半角英数
8 貸方主科目名 7/14 文字列

9
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 半角文字(スペース不可)

10 借方補助・中科目名 7/14 文字列

11
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 半角文字(スペース不可)

12 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
13 借方小科目コード 10 文字列 半角文字(スペース不可)
14 借方小科目名 7/14 文字列
15 貸方小科目コード 10 文字列 半角文字(スペース不可)
16 貸方小科目名 7/14 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='6' ¥"が出力されます。

◆摘要文　(version 6)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 自動仕訳コ ード 4 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 自動仕訳名 17/34 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 会計コード 3 文字列 ○ 半角数字
5 会計名 20/40 文字列

6 借方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

7 借方事業名 20/40 文字列
8 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
9 借方主科目名 7/14 文字列

10
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

11 借方補助・中科目名 7/14 文字列

12 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

13 借方小科目名 7/14 文字列

14 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

15 借方税区分名 7/14 文字列
16 借方金額 12 数字 ○

17 貸方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

18 貸方事業名 20/40 文字列
19 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数

20 貸方主科目名 7/14 文字列

21
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

22 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
23 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
24 貸方小科目名 7/14 文字列

25 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

26 貸方税区分名 7/14 文字列
27 貸方金額 12 数字 ○
28 摘要文 256 文字列 スペース

29 借方税計算モード 1 数字
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

30 貸方税計算モード 1 数字
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

31 数字1 6 文字列 半角文字(スペース不可)
32 数字2 23 文字列 半角文字(スペース不可)

33 内部取引区分 1 数字
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

34 フセン 2 数字
0：フセンなし、1～12：フセン1～
12

35 フセン文字列 15/30 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆自動仕訳　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 予約伝票コ ード 4 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 予約伝票名 17/34 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 会計コード 3 文字列 ○ 半角数字
5 会計名 20/40 文字列

6 予約種別 1 数字 ◎ 1:毎月、2:毎週、3:毎日、4:一回

7 予約月 4 数字 ○

0:指定無し、1:1月、2:2月、4:3
月、8:4月、16:5月、32:6月、64:7
月、128:8月、256:9月、512:10
月、1024:11月、2048:12月
※1

8 予約週 2 数字 ○
0:指定無し、1:第１、2:第２、4:
第３、8:第４、16:最終
※1

9 予約日にち 2 数字 ○

0:指定無し、1:1日、2:2日、3:3
日、4:4日、5:5日、6:6日、7:7
日、8:8日、9:日、10:10日、11:11
日、12:12日、13:13日、14:14日、
15:15日、16:16日、17:17日、
18:18日、19:19日、20:20日、
21:21日、22:22日、23:23日、
24:24日、25:25日、26:26日、
27:27日、28:28日、29:29日、
30:30日、31:31日、32:最終日

10 予約曜日 3 数字 ○

0:指定無し、1:日曜日、2:月曜
日、4:火曜日、8:水曜日、16:木曜
日、32:金曜日、64:土曜日
※1

11 予約日 8 数字 マシンデイト YYYYMMDD形式
12 総回数 3 数字 ○
13 残り回数 3 数字 ○
14 通知ユーザー１ 90 文字列 スペース
15 通知ユーザー２ 90 文字列 スペース
16 通知ユーザー３ 90 文字列 スペース
17 通知ユーザー４ 90 文字列 スペース
18 通知ユーザー５ 90 文字列 スペース

19 借方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

20 借方事業名 20/40 文字列

21 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数

22 借方主科目名 7/14 文字列

23
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

24 借方補助・中科目名 7/14 文字列
25 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
26 借方小科目名 7/14 文字列

27 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

28 借方税区分名 7/14 文字列
29 借方金額 12 数字 ○

30 貸方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

31 貸方事業名 20/40 文字列

32 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
33 貸方主科目名 7/14 文字列

34
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

35 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
36 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
37 貸方小科目名 7/14 文字列

38 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

39 貸方税区分名 7/14 文字列
40 貸方金額 12 数字 ○

◆予約伝票　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
41 摘要文 256 文字列 スペース

42 借方税計算モード 1 数字
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

43 貸方税計算モード 1 数字
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

44 数字1 6 文字列 半角文字(スペース不可)
45 数字2 23 文字列 半角文字(スペース不可)

46 内部取引区分 1 数字
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

47 フセン 2 数字
0：フセンなし、1～12：フセン1～
12

48 フセン文字列 15/30 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 複数項目が設定された場合は、加算された値が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 配賦基準コ ード 4 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 配賦基準名 20/40 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字

4 配賦区分 1 数字 ◎

0：配賦率入力、
1：科目実績配賦(残高)、
2：集計科目実績配賦(残高)、
3：科目実績配賦(発生)、
4：集計科目実績配賦(発生)、
5：科目実績配賦(残高)(金額を使
用する)、
6：集計科目実績配賦(残高)(金額
を使用する)、
7：科目実績配賦(発生)(金額を使
用する)、
8：集計科目実績配賦(発生)(金額
を使用する)

5 集計主科目コード 10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角英数

6 集計主科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

7
集計補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角文字(スペース不可)

8 集計補助・中科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

9 集計小科目コード 10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角文字(スペース不可)

10 集計小科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

11 集計項目コード 4 文字列 ○

 配賦区分が「集計科目実績配賦」
の場合は、試算表レイアウトの集
計項目コードが入ります。
　「集計科目実績配賦」以外の場
合は空になります。
半角数字
先頭に「T」

12 集計項目名 20/40 文字列
13 配賦先会計コード 3 文字列 ◎ 半角数字
14 配賦先会計名 20/40 文字列

15 配賦先事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

16 配賦先事業名 20/40 文字列 ※(事業)

17 配賦先主科目コード 10 文字列 ○
※1
半角英数

18 配賦先主科目名 7/14 文字列 ※1

19
配賦先補助・中科目
コード

10 文字列 ○
※1
半角文字(スペース不可)

20 配賦先補助・中科目名 7/14 文字列 ※1

21 配賦先小科目コード 10 文字列 ○
※1
半角文字(スペース不可)

22 配賦先小科目名 7/14 文字列 ※1

23 比率（配賦率入力用） 15 数字 ○
正数12桁 小数2桁
※配賦先科目行は正数4桁 小数2桁

24 比率（実績配賦用） 7 数字 ○
正数4桁 小数2桁(-999.99～
9999.99)

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 配賦基準に配賦先科目を設定する場合、配賦先会計(事業)と配賦先科目の2行が必要になります。

◆配賦基準　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 配賦パタ ーンコ ード 4 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 配賦パターン名 20/40 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 配賦基準の使用 1 数字 ◎ 0：使用しない、1：使用する
5 配賦元会計コード 3 文字列 ◎ 半角数字
6 配賦元会計名 20/40 文字列

7 配賦元事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

8 配賦元事業名 20/40 文字列 ※(事業)
9 配賦元主科目コード 10 文字列 ◎ 半角英数
10 配賦元主科目名 7/14 文字列

11
配賦元補助・中科目
コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

12 配賦元補助・中科目名 7/14 文字列
13 配賦元小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
14 配賦元小科目名 7/14 文字列

15 配賦元税区分コード 2 文字列 ○

税区分毎に配賦しない場合は空に
なります。
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

16 配賦元税区分名 7/14 文字列
税区分毎に配賦しない場合は空に
なります。

17 配賦基準コード 4 文字列 ○
配賦基準を指定しない場合は空に
なります。
半角文字(スペース不可)

18 配賦基準名 20/40 文字列

19 配賦区分 1 数字 ◎

0: 配賦率入力
1: 科目実績配賦(残高)、
2: 集計科目実績配賦(残高)、
3: 科目実績配賦(発生)、
4: 集計科目実績配賦(発生)、
5: 科目実績配賦(残高)(金額を使
用する)、
6: 集計科目実績配賦(残高)(金額
を使用する)、
7: 科目実績配賦(発生)(金額を使
用する)、
8: 集計科目実績配賦(発生)(金額
を使用する)

20 集計主科目コード 10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角英数

21 集計主科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

22
集計補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角文字(スペース不可)

23 集計補助・中科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

24 集計小科目コード 10 文字列 ○
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。
半角文字(スペース不可)

25 集計小科目名 7/14 文字列
配賦区分が「科目実績配賦」以外
の場合は空になります。

26 集計項目コード 4 文字列 ○

配賦区分が「集計科目実績配賦」
の場合は、試算表レイアウトの集
計項目コードが入ります。
　「集計科目実績配賦」以外の場
合は空になります。
半角数字
先頭に「T」

27 集計項目名 20/40 文字列
28 摘要 256 文字列 スペース

29
配賦先基本主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

30 配賦先基本主科目名 7/14 文字列

31
配賦先基本補助・中科
目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

32
配賦先基本補助・中科
目名

7/14 文字列

◆配賦パターン　(version 6)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

33
配賦先基本小科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

34 配賦先基本小科目名 7/14 文字列
35 配賦先会計コード 3 文字列 ○ 半角数字
36 配賦先会計名 20/40 文字列

37 配賦先事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

38 配賦先事業名 20/40 文字列 ※(事業)

39 配賦先主科目コード 10 文字列 ○
※1
半角英数

40 配賦先主科目名 7/14 文字列 ※1

41
配賦先補助・中科目
コード

10 文字列 ○
※1
半角文字(スペース不可)

42 配賦先補助・中科目名 7/14 文字列 ※1

43 配賦先小科目コード 10 文字列 ○
※1
半角文字(スペース不可)

44 配賦先小科目名 7/14 文字列 ※1

45 配賦比率 15 数字 ○
正数12桁 小数2桁
※配賦先科目行は正数4桁 小数2桁

46 優先配賦先科目 1 数字
0：配賦基準
1：配賦先基本科目

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='6' ¥"が出力されます。
※1 配賦パターンに配賦先科目を設定する場合、配賦先会計(事業)と配賦先科目の2行が必要になります。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20/40 文字列

3 事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

4 事業名 20/40 文字列 ※(事業)

5 資金区分 1 数字 ◎
0: 非資金仕訳用、1: 資金仕訳用
※昭和62年施行領域の場合は0固定
になります。

6
配賦元相手主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

7 配賦元相手主科目名 7/14 文字列

8
配賦元相手補助・中科
目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

9
配賦元相手補助・中科
目名

7/14 文字列

10
配賦元相手小科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

11 配賦元相手小科目名 7/14 文字列

12
配賦先相手主科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角英数

13 配賦先相手主科目名 7/14 文字列

14
配賦先相手補助・中科
目コード

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

15
配賦先相手補助・中科
目名

7/14 文字列

16
配賦先相手小科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

17 配賦先相手小科目名 7/14 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆配賦仮科目　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1
伝票エラ ーメ ッ セージ
コ ード

4 文字列 ◎ 半角英数

2
伝票エラーメッセージ
名

17/34 文字列 ◎

3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 使用区分 1 数字 1(使用する) 0: 使用しない、1: 使用する
5 会計コード 3 文字列 ○ 半角数字
6 会計名 20/40 文字列
7 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
8 借方主科目名 7/14 文字列

9
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

10 借方補助・中科目名 7/14 文字列
11 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
12 借方小科目名 7/14 文字列
13 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
14 貸方主科目名 7/14 文字列

15
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

16 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
17 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
18 貸方小科目名 7/14 文字列

19 メッセージ 128/256 文字列 ◎
改行は「\r\n」に加工して出力し
ます。

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆伝票エラーメッセージ　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 法人口座コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 法人口座名 20/40 文字列 ◎
3 金融機関コード 4 文字列 ◎ 半角数字
4 金融機関名 10/20 文字列
5 金融機関名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列 半角文字
6 店番号 3 文字列 ◎ 半角数字
7 支店名 12/24 文字列
8 支店名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列 半角文字
9 預金種目 1 数字 ◎ 1: 普通、2: 当座、9: その他
10 口座番号 8 文字列 ◎ 半角数字
11 委託番号 10 文字列 スペース 半角数字
12 委託者名 20/40 文字列 スペース
13 委託者名ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列 スペース 半角文字

14 区切り文字 1 数字 0(CR・LF付)
0:CR・LF付、1:CR・LF・EOF付、
2:EOF付、3:なし

15 手数料範囲１ 5 数字 30000
同行同支店最低手数料範囲の境界
金額

16 手数料範囲２ 5 数字 0
同行同支店最高手数料範囲の境界
金額

17 手数料範囲３ 5 数字 30000
同行他支店最低手数料範囲の境界
金額

18 手数料範囲４ 5 数字 0
同行他支店最高手数料範囲の境界
金額

19 手数料範囲５ 5 数字 30000 他行最低手数料範囲の境界金額
20 手数料範囲６ 5 数字 0 他行最高手数料範囲の境界金額

21 手数料金額 (電信１) 5 数字 0
同行同支店手数料1（電信）
「手数料範囲１」未満の手数料

22 手数料金額 (電信２) 5 数字 0
同行同支店手数料2（電信）
「手数料範囲１」以上「手数料範
囲２」未満の手数料

23 手数料金額 (電信３) 5 数字 0
同行同支店手数料3（電信）
「手数料範囲２」以上の手数料

24 手数料金額 (電信４) 5 数字 0
同行他支店手数料1（電信）
「手数料範囲３」未満の手数料

25 手数料金額 (電信５) 5 数字 0
同行他支店手数料2（電信）
「手数料範囲３」以上「手数料範
囲４」未満の手数料

26 手数料金額 (電信６) 5 数字 0
同行他支店手数料3（電信）
「手数料範囲４」以上の手数料

27 手数料金額 (電信７) 5 数字 0
他行手数料1（電信）
「手数料範囲５」未満の手数料

28 手数料金額 (電信８) 5 数字 0
他行手数料2（電信）
「手数料範囲５」以上「手数料範
囲６」未満の手数料

29 手数料金額 (電信９) 5 数字 0
他行手数料3（電信）
「手数料範囲６」以上の手数料

30 手数料金額 (文書１) 5 数字 0
同行同支店手数料1（文書）
「手数料範囲１」未満の手数料

31 手数料金額 (文書２) 5 数字 0
同行同支店手数料2（文書）
「手数料範囲１」以上「手数料範
囲２」未満の手数料

32 手数料金額 (文書３) 5 数字 0
同行同支店手数料3（文書）
「手数料範囲２」以上の手数料

33 手数料金額 (文書４) 5 数字 0
同行他支店手数料1（文書）
「手数料範囲３」未満の手数料

34 手数料金額 (文書５) 5 数字 0
同行他支店手数料2（文書）
「手数料範囲３」以上「手数料範
囲４」未満の手数料

35 手数料金額 (文書６) 5 数字 0
同行他支店手数料3（文書）
「手数料範囲４」以上の手数料

36 手数料金額 (文書７) 5 数字 0
他行手数料1（文書）
「手数料範囲５」未満の手数料

37 手数料金額 (文書８) 5 数字 0
他行手数料2（文書）
「手数料範囲５」以上「手数料範
囲６」未満の手数料

38 手数料金額 (文書９) 5 数字 0
他行手数料3（文書）
「手数料範囲６」以上の手数料

39 手数料グループ 1 数字 0(使用しない) 0:使用しない、1:使用する
40 法人口座主科目コード 10 文字列 半角英数
41 法人口座主科目名 7/14 文字列
42 法人口座補助コード 10 文字列 半角文字(スペース不可)
43 法人口座補助名 7/14 文字列

◆法人口座　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
44 手数料主科目コード 10 文字列 半角英数
45 手数料主科目名 7/14 文字列

46
手数料補助・中科目
コード

10 文字列 半角文字(スペース不可)

47 手数料補助・中科目名 7/14 文字列
48 手数料小科目コード 10 文字列 半角文字(スペース不可)
49 手数料小科目名 7/14 文字列

50
支払手数料（EB連携）
主科目コード

10 文字列 半角英数

51
支払手数料（EB連携）
主科目名

7/14 文字列

52
支払手数料（EB連携）
補助・中科目コード

10 文字列 半角文字(スペース不可)

53
支払手数料（EB連携）
補助・中科目名

7/14 文字列

54
支払手数料（EB連携）
小科目コード

10 文字列 半角文字(スペース不可)

55
支払手数料（EB連携）
小科目名

7/14 文字列

56 雑収入主科目コード 10 文字列 半角英数
57 雑収入主科目名 7/14 文字列

58
雑収入補助・中科目
コード

10 文字列 半角文字(スペース不可)

59 雑収入補助・中科目名 7/14 文字列
60 雑収入小科目コード 10 文字列 半角文字(スペース不可)
61 雑収入小科目名 7/14 文字列
62 手数料支払方法 1 数字 0(都度払い) 0: 都度払い、1: 後払い

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 補助科目コード 10 文字列 ◎ 半角文字(スペース不可)
2 補助科目名 7/14 文字列 ◎

3
補助科目正式名と異な
る名称を使用する

1 数字 0(使用しない) 0: 使用しない、1: 使用する

4 振込先名 20/40 文字列
5 ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列 半角文字
6 法人口座コード 3 文字列 ◎ 半角数字
7 法人口座名 20/40 文字列

8 金融機関コード 4 文字列 ◎
振込先の金融機関コードが設定さ
れます
半角数字

9 金融機関名 10/20 文字列
振込先の金融機関名が設定されま
す

10 店番号 3 文字列 ◎
振込先の店番号が設定されます
半角数字

11 支店名 12/24 文字列 振込先の支店名が設定されます

12 口座番号 8 文字列 ◎
振込先の口座番号が設定されます
半角数字

13 預金種目 1 数字 1(普通) 1: 普通、2: 当座
14 送金方法 1 数字 0(電信) 0: 電信、1: 文書

15 振込手数料負担 1 数字 1(先方負担)

0: 当方負担、1: 先方負担、
2: 振込金額が境界金額以上の場合
当方負担、
3: 振込金額が境界金額以上の場合
先方負担

16
振込先手数料負担境界
金額

12 数字 0

17 識別区分 1 数字 0(顧客コード) 0: 顧客コード、1: EDI情報
18 顧客コード１ 10 文字列 スペース 半角数字
19 顧客コード２ 10 文字列 スペース 半角数字
20 EDI情報 20 文字列 スペース 全銀協使用可能文字

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。

◆振込先　(version 5)
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当初予算、補正予算、予算流用、次年度予算

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20/40 文字列

3 事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

4 事業名 20/40 文字列 ※(事業)

5 予算区分 1 数字 ◎
0: 当初予算、1: 補正予算、2: 予
算流用、3: 次年度予算

6 補正次数又は流用回数 2 数字 ○

予算区分が補正または流用の場合
に、補正次数(1～12)又は流用回数
(1～99)を出力します。
当初または次年度の場合は0が出力
されます。

7 予算日付 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式

8 主科目コード 10 文字列 ◎ 半角英数
9 主科目名 7/14 文字列
10 中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
11 中科目名 7/14 文字列
12 小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
13 小科目名 7/14 文字列
14 種別 1 数字 ◎ 0：月次予算金額、1：内訳金額

15 配分区分 1 数字 ○
0：なし、1：平均配分、2：季節配
分
※2

16 ○○月度 (金額) 12 数字 ○ ※1 ※2

17 月度 2 数字 ○

種別が「月次予算金額」の場合
は、空になります。
種別が「内訳金額」で月度が"年間
"の場合は、0を出力します。

18 内訳内容 18/36 文字列 ○ ※3
19 単価 12 数字 ※3

20 数量1 7 数字
正数4桁 小数2桁

※3
21 単位1 2/4 文字列 ※3

22 数量2 7 数字
正数4桁 小数2桁

※3
23 単位2 2/4 文字列 ※3

24 内部取引区分 1 数字 0(設定なし)

0：設定なし、1：事業間(グループ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

※3
25 予算額 12 数字 ○

26 備考
1800/360

0
文字列 ○

予算の備考は全角18文字×100行
=1800文字
改行は「\r\n」に加工して出力し
ます。

※2
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 常に12項目となり、見出し項目と同じ項目名で出力する
※2 種別が「内訳金額」の場合は、空になります。
※3 種別が「月次予算金額」の場合は、空になります。

◆予算　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 発生日 8 数字 ◎
YYYYMMDD形式
年は1867～2087

2 取引先 40／20 文字列 ○

3 金額 11
数字

(Money)
○

4 収支区分 1 数字
0: 指定なし
1: 収入
2: 支出

5 部門 30／15 文字列
6 品目 40／20 文字列
7 証憑番号 20／10 文字列
8 摘要 256／128 文字列
9 画像URL 4000／2000 文字列

10 任意文字列１ 256／128 文字列
11 任意文字列２ 256／128 文字列
12 任意文字列３ 256／128 文字列
13 任意文字列４ 256／128 文字列
14 任意文字列５ 256／128 文字列

15 任意数値１ 18
数字

(Money)
※1

16 任意数値２ 18
数字

(Money)
同上

17 任意数値３ 18
数字

(Money)
同上

18 任意数値４ 18
数字

(Money)
同上

19 任意数値５ 18
数字

(Money)
同上

※1 整数部 13桁（マイナスは12桁）、小数部 4桁（-999999999999.9999～9999999999999.9999）

◆取引データ　(version 5)
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仕訳伝票発行・チェックリスト、仕訳帳

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 会計名 20/40 文字列
3 伝票日付 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式
4 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999 ※1

5 仕訳区分 2 数字 21(月次)
11：月初、21：月次、31：決算１、32：決
算２、33：決算３

6 借方税計算モード 1 数字 ※7
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

7 借方事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

8 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)

9 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数

10 借方主科目名 7/14 文字列

11
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

12 借方補助・中科目名 7/14 文字列
13 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
14 借方小科目名 7/14 文字列

15 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

16 借方税区分名 7/14 文字列
17 借方金額 12 数字 ○ ※2
18 借方消費税額 11 数字 ○ ※3

19 貸方税計算モード 1 数字 ※7
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

20 貸方事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

21 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
22 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
23 貸方主科目名 7/14 文字列

24
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

25 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
26 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
27 貸方小科目名 7/14 文字列

28 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

29 貸方税区分名 7/14 文字列
30 貸方金額 12 数字 ○ ※2
31 貸方消費税額 11 数字 ○ ※3
32 摘要文 256 文字列 スペース
33 数字１ 6 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)
34 数字２ 23 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)

35 内部取引区分 2 数字 0(設定なし)
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

36 入力プログラム区分 2 数字 1(コクヨ式)

1: コクヨ式、2: 連想摘要、3: 現
金出納帳入力、4: 預金通帳入力、
6: 高速入力、7: 取引合計入力、
9: 給与データ受入、10: その他、
11: 入出金データ受入、12: 銀行
振込依頼書、13: ほのぼのNEXT
データ受入、15: 簡単配賦入力、
16: 直接配賦入力、17: 一括配賦
入力、18: 伺書転送、19:取引明細
受入、20:クイック仕訳転送

37 明細行入力形態 2 数字 ※4
38 備考１ 17/34 文字列 ※4
39 備考２ 17/34 文字列 ※4

40
配賦連結番号（仕訳配
賦ID）

10 数字 ※5 ※6

41 配賦元集計開始日付 8 数字 YYYYMMDD形式 ※6
42 配賦元集計終了日付 8 数字 YYYYMMDD形式 ※6

43
配賦元集計開始仕訳区
分

2 数字
11：月初、21：月次、31：決算１、32：決
算２、33：決算３
※6

◆仕訳データ　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

44
配賦元集計終了仕訳区
分

2 数字
11：月初、21：月次、31：決算１、32：決
算２、33：決算３
※6

45 配賦元資金区分 2 数字
0: 非資金取引、1: 資金取引
※5 ※6

46 伝票起票単位 2 数字
0: 会計区分ごと、1: 事業ごと
※5 ※6

47 仮科目の使用 2 数字
0: 使用する、1: 使用しない
※5 ※6

48 配賦基準コード 4 文字列
※5 ※6
半角文字(スペース不可)

49 配賦基準名 20/40 文字列 ※5 ※6

50 配賦行種別 2 数字

0: 指定なし、
1: 直接配賦仕訳の配賦元行、
2: 振替元の振替行、
3: 振替元の仮科目行(会計)、
4: 振替元の仮科目行(事業)、
5: 振替先の仮科目行(会計)、
6: 振替先の仮科目行(事業)、
7: 振替先の仕訳行
※5 ※6

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1  "伝票番号管理しない"場合は空になります。
※2 取引合計入力/配賦入力で入力された仕訳以外は最大11桁になります。
※3 取引合計入力/配賦入力で入力された仕訳以外は最大10桁になります。
※4 未使用の項目となります。
※5 直接配賦入力で入力された仕訳で使用されます。
※6 一括配賦入力で入力された仕訳で使用されます。

※税計算モード・金額・消費税額は、条件指示の「参考金額の出力設定」の指定に関係なく、以下のように出力されます。
≪税抜集計の場合≫

・借(/貸)方税計算モード→0:税計算しない
・借(/貸)方金額→税抜金額
・借(/貸)方消費税額→空の文字列

≪税込集計の場合≫
・借(/貸)方税計算モード→仕訳登録時の税計算モード
・借(/貸)方金額→借(/貸)方税計算モードが「1:内税自動計算」のときは税込金額

                                                            　　　　　　　　 借(/貸)方税計算モードが「1:内税自動計算」以外のときは税抜金額
・借(/貸)方消費税額→消費税額（0の場合は0を出力）
・借(/貸)方科目が空欄の場合、借(/貸)方金額と借(/貸)方消費税額も空になります。

※7 借方(貸方)税計算モードが設定されていない場合は以下の通りに自動設定されます。
     ・入力プログラム区分が「16：直接配賦入力」「17：一括配賦入力」の場合
      借方(貸方)科目が入力されていない場合には、相手方の貸方(借方)税計算モードと同じ値を設定します。
     ・入力プログラム区分が「7：取引合計入力」の場合
      法人基本情報 - 「消費税自動計算」で設定されている値を自動設定します。
     ・それ以外の入力プログラム区分の場合、
      主科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「法人基本情報の登録」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      補助科目、中科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「主科目」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      小科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「中科目」の「消費税自動計算」で設定された計算方法に
      なります。
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公益法人会計V.12(平成20年版)形式
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 伝票日付 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式
3 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999

4 税計算モード 1 数字 ※1
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

5 借方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

6 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
7 借方主科目名 7/14 文字列

8
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

9 借方補助・中科目名 7/14 文字列

10 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
11 借方小科目名 7/14 文字列

12 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

13 借方金額 11 数字 ○
14 借方消費税額 10 数字 ○

15 貸方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

16 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
17 貸方主科目名 7/14 文字列

18
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

19 貸方補助・中科目名 7/14 文字列

20 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
21 貸方小科目名 7/14 文字列

22 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

23 貸方金額 11 数字 ○
24 貸方消費税額 10 数字 ○
25 数字１ 6 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)
26 数字２ 23 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)
27 摘要文 256 文字列 スペース

28 内部取引区分 1 数字 0(設定なし)
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 借方(貸方)税計算モードが設定されていない場合は以下の通りに自動設定されます。
      主科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「法人基本情報の登録」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      補助科目、中科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「主科目」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      小科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「中科目」の「消費税自動計算」で設定された計算方法に
      なります。
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公益法人会計V.12(昭和62年版)形式
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 伝票日付 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式
3 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999

4 税計算モード 1 数字 ※1
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

5 借方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

6 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
7 借方主科目名 7/14 文字列

8
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

9 借方補助・中科目名 7/14 文字列

10 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
11 借方小科目名 7/14 文字列

12 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

13 借方金額 11 数字 ○
14 借方消費税額 10 数字 ○

15 貸方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

16 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
17 貸方主科目名 7/14 文字列

18
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

19 貸方補助・中科目名 7/14 文字列

20 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
21 貸方小科目名 7/14 文字列

22 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

23 貸方金額 11 数字 ○
24 貸方消費税額 10 数字 ○
25 数字１ 6 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)
26 数字２ 23 文字列 スペース 半角文字(スペース不可)
27 摘要文 256 文字列 スペース

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1 借方(貸方)税計算モードが設定されていない場合は以下の通りに自動設定されます。
      主科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「法人基本情報の登録」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      補助科目、中科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「主科目」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      小科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「中科目」の「消費税自動計算」で設定された計算方法に
      なります。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)

5 主科目コード 10 文字列

事業間振替行、合計行の場合は、
空になります。
見出し科目行の場合は、見出し科
目コードを出力します。

6 主科目名 7/14 文字列

事業間振替行の場合は「事業間振
替」固定
合計行の場合は、「合計」固定
見出し科目行の場合は、見出し科
目名を出力します

7 中科目コード 10 文字列
事業間振替行、合計行の場合は、
空になります。

8 中科目名 7/14 文字列
事業間振替行、合計行の場合は、
空になります。

9 小科目コード 10 文字列
事業間振替行、合計行の場合は、
空になります。

10 小科目名 7/14 文字列
事業間振替行、合計行の場合は、
空になります。

11 前残 12 数字
12 借方金額 12 数字
13 貸方金額 12 数字
14 残高 12 数字

◆日計表

39



総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、補助元帳、科目別摘要別明細表、補助科目別摘要別明細表、科目別内部取引明細表、
補助科目別内部取引明細表、キャッシュ・フロー元帳

【1行目】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 印刷指示 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 印刷指示 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 印刷指示 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 印刷指示 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 印刷指示 主科目コード 10 文字列
6 印刷指示 主科目名 7/14 文字列

7 印刷指示 中科目コード 10 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表の
場合は（印刷指示 補助コード）に
なります。

8 印刷指示 中科目名 7/14 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表の
場合は（印刷指示 補助名）になり
ます。

9 印刷指示 小科目コード 10 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表、
振込明細書の場合は（未使用）に
なります。

10 印刷指示 小科目名 7/14 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表、
振込明細書の場合は（未使用）に
なります。

11 摘要１ 17/34 文字列
科目別摘要明細表、補助科目別摘
要明細表以外の場合は（未使用）
になります。

12 摘要２ 17/34 文字列
科目別摘要明細表、補助科目別摘
要明細表以外の場合は（未使用）
になります。

13 内部取引区分 44/88 文字列

科目別内部取引明細表、補助科目
別内部取引明細表以外の場合は
（未使用）になります。

[会計間取引][事業間取引][事業間
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ内)取引][設定なし]

14 未使用 - - ※1
15 未使用 - -
16 未使用 - -
17 未使用 - -
18 未使用 - -
19 未使用 - -
20 未使用 - -
21 未使用 - -
22 未使用 - -
23 未使用 - -
24 未使用 - -
25 未使用 - -
26 未使用 - -
27 未使用 - -
28 未使用 - -
29 未使用 - -

30 予算額 12 数字
総勘定元帳以外の場合は（未使
用）になります。

31 予算残額 12 数字
総勘定元帳以外の場合は（未使
用）になります。

32 残高(繰越金額) 12 数字

【2行目（見出し対象行）】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列 ※3

2 会計名 20/40 文字列 ※3

3 自分事業コード 6 文字列 ※(事業_列非表示) ※3
4 自分事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示) ※3
5 自分主科目コード 10 文字列 ※3 ※4
6 自分主科目名 7/14 文字列 ※3 ※4

7 自分中科目コード 10 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表の
場合は（自分補助コード）になり
ます。
※3

◆総勘定元帳等
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

8 自分中科目名 7/14 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表の
場合は（自分補助名）になりま
す。
※3

9 自分小科目コード 10 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表、
振込明細書の場合は（未使用）に
なります。
※3

10 自分小科目名 7/14 文字列

補助元帳、補助科目別摘要別明細
表、補助科目別内部取引明細表、
振込明細書の場合は（未使用）に
なります。
※3

11 自分税区分コード 2 文字列 ※3
12 自分税区分名 7/14 文字列 ※3
13 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式 ※3
14 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
15 相手事業コード 6 文字列 ※2
16 相手事業名 20/40 文字列 ※2
17 相手主科目コード 10 文字列
18 相手主科目名 7/14 文字列

19
相手補助／中科目コー
ド

10 文字列

20 相手補助／中科目名 7/14 文字列
21 相手小科目コード 10 文字列
22 相手小科目名 7/14 文字列
23 相手税区分コード 2 文字列
24 相手税区分名 7/14 文字列
25 摘要文 256 文字列
26 数字１ 6 文字列
27 数字２ 23 文字列
28 借方金額 12 数字 ※3
29 借方税額 11 数字 ※3
30 貸方金額 12 数字 ※3
31 貸方税額 11 数字 ※3
32 残高 12 数字 ※3

※1 伝票番号管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

※3 諸口内訳行の場合は空になります。
※4 見出し科目を出力した場合でも主科目が出力されます。

※2 事業管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
 　 事業管理が貸借対照表以外、かつ相手科目が貸借対照表科目の場合は空になります。

※金額・消費税額は、条件指示の「税込で出力する」の指定に関係なく、以下のように出力されます。
・借方金額・貸方金額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した金額（税抜金額また
は税込金額）
・借方税額・貸方税額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した消費税額
・上記以外→空の文字列

※条件指示で指定できる以下の設定には、汎用データの出力内容は影響されません。
自分事業を出力する、自分下位科目を出力する、税区分を出力する、参考金額の出力設定
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列
6 主科目名 7/14 文字列

7 補助科目コード 10 文字列
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

8 補助科目名 9/18 文字列 ※1
10 前残 12 数字
11 借方金額 12 数字
12 貸方金額 12 数字
13 残高 12 数字

※1 合計行の場合は、「合計」固定
 　 差額行の場合は、「差額（科目 - 合計）」固定
 　 ※補助科目名は「全角7/半角14」ですが、差額行のためにこの桁数で出力されます。

◆補助科目残高一覧表
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合計残高試算表、摘要計算書

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
合計残高試算表で内訳パターン集
計時は、空になります。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 補助・中科目コード 10 文字列
8 補助・中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 前残 12 数字
12 借方 12 数字
13 貸方 12 数字
14 残高 12 数字

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆合計残高試算表等
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 前残 12 数字
12 借方 12 数字
13 貸方 12 数字
14 残高 12 数字
15 予算額 12 数字
16 予算残額 12 数字

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆予算付合計残高試算表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 7/14 文字列 ※2
7 補助科目コード 10 文字列
8 補助科目名 7/14 文字列
9 前残 12 数字
10 入金 12 数字
11 出金 12 数字
12 残高 12 数字
13 構成比 6 数字

※1 合計行の場合は、空になります。
※2 合計行の場合は、合計行の名称を出力します（「現金計」「預金計」「現預金合計」）。

◆現預金管理表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ※1
2 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
3 補助・中科目コード 10 文字列
4 補助・中科目名 7/14 文字列

5 小科目コード 10 文字列

6 小科目名 7/14 文字列

7 １事業目の金額 ～ 12 数字 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆事業別一覧表

※3 1事業目の金額以降の部分での項目名は、内訳パターンで設定されている事業、事業グループの名称を出力します。
合計列の場合は "合計"、総合計列の場合は内訳パターンの設定を参照します。（出力する事業数に応じて項目数が増減します）

46



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列 ※1
2 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
3 補助・中科目コード 10 文字列
4 補助・中科目名 7/14 文字列
5 小科目コード 10 文字列
6 小科目名 7/14 文字列
7 １会計目の金額 ～ 12 数字 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆会計別一覧表

※3 1会計目の金額以降の部分での項目名は、内訳パターンで設定されている会計区分、管理グループの名称を出力します。
合計列の場合は "合計"、総合計列の場合は内訳パターンの設定を参照します。（出力する事業数に応じて項目数が増減します）
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コード 10 文字列
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列
4 補助・中科目名 7/14 文字列
5 小科目コード 10 文字列
6 小科目名 7/14 文字列
7 会計コード 3 文字列
8 会計名 20/40 文字列
9 事業グループコード 7 文字列 ※1
10 事業グループ名 20/40 文字列 ※1
11 事業コード 7 文字列
12 事業名 20/40 文字列
13 前残 12 数字
14 借方金額 12 数字
15 貸方金額 12 数字
16 残高 12 数字

※1 集計単位が「事業」の場合は、空になります。

◆科目別事業残高一覧表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コード 3 文字列
2 会計名 20/40 文字列
3 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
4 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
5 借方事業コード 6 文字列 ※(事業)
6 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
7 借方主科目コード 10 文字列
8 借方主科目名 7/14 文字列

9
借方補助コード/借方中
科目コード

10 文字列

10
借方補助名/借方中科目
名

7/14 文字列

11 借方小科目コード 10 文字列
12 借方小科目名 7/14 文字列
13 借方税区分コード 2 文字列
14 借方税区分名 7/14 文字列
15 借方金額 12 数字
16 借方消費税額 11 数字
17 貸方事業コード 6 文字列 ※(事業)
18 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
19 貸方主科目コード 10 文字列
20 貸方主科目名 7/14 文字列

21
貸方補助コード/貸方中
科目コード

10 文字列

22
貸方補助名/貸方中科目
名

7/14 文字列

23 貸方小科目コード 10 文字列
24 貸方小科目名 7/14 文字列
25 貸方税区分コード 2 文字列
26 貸方税区分名 7/14 文字列
27 貸方金額 12 数字
28 貸方消費税額 11 数字
29 摘要文 256 文字列
30 数字１ 6 文字列
31 数字２ 23 文字列

32 内部取引区分 2 数字
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

※1  "伝票番号管理しない"場合は空になります。

◆スタンプ別明細書

※金額・消費税額は、条件指示の「参考金額の出力設定」の指定に関係なく、以下のように出力されます。
≪税抜集計の場合≫
・借(/貸)方金額→税抜金額
・借(/貸)方消費税額→空の文字列
≪税込集計の場合≫
・借(/貸)方金額→借(/貸)方税計算モードが「1:内税自動計算」のときは税込金額
　　　　　　　　 借(/貸)方税計算モードが「1:内税自動計算」以外のときは税抜金額
・借(/貸)方消費税額→消費税額（0の場合は0を出力）

・借(/貸)方科目が空欄の場合、借(/貸)方金額と借(/貸)方消費税額も空になります。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 7/14 文字列 ※2
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 前残 12 数字
12 借方金額 12 数字
13 貸方金額 12 数字
14 残高 12 数字

※1 合計行の場合は、空になります。
※2 合計行の場合は、「合計」と出力します。

◆スタンプ集計表
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科目別合計元帳、補助科目別合計元帳

【1行目】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 印刷指示 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 印刷指示 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 印刷指示 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 印刷指示 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 印刷指示 主科目コード 10 文字列
6 印刷指示 主科目名 7/14 文字列

7 印刷指示 中科目コード 10 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（印
刷指示 補助コード）になります。

8 印刷指示 中科目名 7/14 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（印
刷指示 補助名）になります。

9 印刷指示 小科目コード 10 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（未
使用）になります。

10 印刷指示 小科目名 7/14 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（未
使用）になります。

11 未使用 - -
12 未使用 - -
13 未使用 - -
14 未使用 - -
15 残高(繰越金額) 12 数字

【2行目（見出し対象行）】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列
2 会計名 20/40 文字列
3 事業コード 6 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列
6 主科目名 7/14 文字列

7 中科目コード 10 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（自
分補助コード）になります。

8 中科目名 7/14 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（自
分補助名）になります。

9 小科目コード 10 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（未
使用）になります。

10 小科目名 7/14 文字列
補助科目別合計元帳の場合は（未
使用）になります。

11 伝票日付 8 数字
日別集計: YYYYMMDD形式
月別集計: YYYYMM形式

12 摘要文 256 文字列
13 摘要 24 文字列
14 借方金額 12 数字
15 貸方金額 12 数字
16 残高 12 数字

※1 伝票番号管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

◆科目別合計元帳等

※2 事業管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
 　 事業管理が貸借対照表以外、かつ相手科目が貸借対照表科目の場合は空になります。
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予算管理月報、伺書予算管理月報

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 予算額 12 数字
12 決算額 12 数字
13 差異 12 数字
14 率 7 数字 -999.99～9999.99

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆予算管理月報等
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 当初予算額 12 数字
12 補正予算額 12 数字
13 予算流用額 12 数字
14 予算額合計 12 数字
15 決算額 12 数字
16 差異 12 数字
17 率 7 数字 -999.99～9999.99

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆予算推移付予算管理月報
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 ○年○月度 (予算額) 12 数字 ※3
12 ○年○月度 (決算額) 12 数字 ※3
13 ○年○月度 (差異) 12 数字 ※3
14 ○年○月度 (率) 7 数字 -999.99～9999.99 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆月次予算実績比較表

※3 条件によって、項目名が変化します。(最大で予算額、決算額、差異、率それぞれ１２項目出力)
    月度の集約時、"○年○月度～○年○月度"
    四半期集計時、"第○四半期" (例："第１四半期")
    四半期の集約時、"第○四半期～第○四半期"
    法人基本情報の [使用する暦] を反映 (例："29年4月度" / "2017年4月度")
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コード 10 文字列

2 主科目名
全角7/半

角14
文字列

3 中科目コード 10 文字列

4 中科目名
全角7/半

角14
文字列

5 小科目コード 10 文字列

6 小科目名
全角7/半

角14
文字列

7 会計コード 3 文字列

8 会計名
全角20/
半角40

文字列

9 事業グループコード 7 文字列 ※1

10 事業グループ名
全角20/
半角40

文字列 ※1

11 事業コード 7 文字列

12 事業名
全角20/
半角40

文字列

13 予算額 12 数字
14 決算額 12 数字
15 差異 12 数字
16 率 6 数字 -99.99～999.99

※1 集計単位が「事業」の場合は、空になります。

◆科目別事業予算管理表
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【1行目】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 印刷指示 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 印刷指示 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 印刷指示 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 印刷指示 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 印刷指示 主科目コード 10 文字列
6 印刷指示 主科目名 7/14 文字列
7 印刷指示 中科目コード 10 文字列
8 印刷指示 中科目名 7/14 文字列
9 印刷指示 小科目コード 10 文字列
10 印刷指示 小科目名 7/14 文字列
11 未使用 - -
12 未使用 - -
13 未使用 - -
14 未使用 - - ※1
15 未使用 - -
16 未使用 - -
17 未使用 - -
18 未使用 - -
19 未使用 - -
20 未使用 - -
21 未使用 - -
22 未使用 - -
23 未使用 - -
24 未使用 - -
25 未使用 - -
26 未使用 - -
27 未使用 - -
28 未使用 - -
29 予算額 12 数字
30 予算残額 12 数字
31 残高(繰越金額) 12 数字

【2行目（見出し対象行）】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列 ※3
2 会計名 20/40 文字列 ※3

3 自分事業コード 6 文字列 ※(事業_列非表示) ※3

4 自分事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示) ※3
5 自分主科目コード 10 文字列 ※3 ※4
6 自分主科目名 7/14 文字列 ※3 ※4
7 自分中科目コード 10 文字列 ※3
8 自分中科目名 7/14 文字列 ※3
9 自分小科目コード 10 文字列 ※3
10 自分小科目名 7/14 文字列 ※3
11 自分税区分コード 2 文字列 ※3
12 自分税区分名 7/14 文字列 ※3
13 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式 ※3
14 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
15 相手事業コード 6 文字列 ※2
16 相手事業名 20/40 文字列 ※2
17 相手主科目コード 10 文字列
18 相手主科目名 7/14 文字列

19
相手補助／中科目コー
ド

10 文字列

20 相手補助／中科目名 7/14 文字列
21 相手小科目コード 10 文字列
22 相手小科目名 7/14 文字列
23 相手税区分コード 2 文字列
24 相手税区分名 7/14 文字列
25 摘要文 256 文字列
26 数字１ 6 文字列
27 数字２ 23 文字列
28 予算額 12 数字 ※3
29 実績金額 12 数字 ※3
30 実績税額 11 数字 ※3
31 予算残額 12 数字 ※3

◆科目別予算差引簿
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※1 伝票番号管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

※3 諸口内訳行の場合は空になります。
※4 見出し科目を出力した場合でも主科目が出力されます。

※2 事業管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
 　 事業管理が貸借対照表以外、かつ相手科目が貸借対照表科目の場合は空になります。

※条件指示で指定できる以下の設定には、汎用データの出力内容は影響されません。
自分事業を出力する、自分下位科目を出力する、税区分を出力する、参考金額の出力設定

※金額・消費税額は、条件指示の「税込で出力する」の指定に関係なく、以下のように出力されます。
・借方金額・貸方金額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した金額（税抜金額また
は税込金額）
・借方税額・貸方税額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した消費税額
・上記以外→空の文字列
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 補助・中科目コード 10 文字列
8 補助・中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 １摘要目の金額～ 12 数字 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆摘要一覧表

※3 1摘要目の金額以降の部分での項目名は、その列の摘要を出力します。
合計列の場合は "合計"、総合計列の場合は内訳パターンの設定を参照します。（出力する事業数に応じて項目数が増減します）
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 補助・中科目コード 10 文字列
8 補助・中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 ○年○月度 (金額) 12 数字 ※3
12 ○年○月度 (増減比) 7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆月次推移表

※3 条件によって、項目名が変化します。(最大で金額、増減比それぞれ１２項目出力)
    月度の集約、自由設定時の四半期、自由設定時の四半期の集約時、"○年○月度～○年○月度"
    自由設定時以外の四半期集計時、"第○四半期" (例："第１四半期")
    自由設定時以外の四半期の集約時、"第○四半期～第○四半期"
    法人基本情報の [使用する暦] を反映 (例："27年4月度" / "2015年4月度")
    印刷指示の [比率を出力する] が OFF の場合、増減比列を出力しません。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 4 文字列
※(会計)
内訳パターン集計時は、空になり
ます。

2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 補助・中科目コード 10 文字列
8 補助・中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列

11
４年前 (第***期　金
額)

12 数字 ※3

12
４年前 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

13
３年前 (第***期　金
額)

12 数字 ※3

14
３年前 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

15
差額 (３年前：４年前
金額)

12 数字 ※3

16
差額 (３年前：４年前
増減比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

17
３年前 (第***期　金
額)

12 数字 ※3

18
３年前 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

19
前々年 (第***期　金
額)

12 数字 ※3

20
前々年 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

21
差額 (前々年：３年前
金額)

12 数字 ※3

22
差額 (前々年：３年前
増減比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

23
前々年 (第***期　金
額)

12 数字 ※3

24
前々年 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

25 前年 (第***期　金額) 12 数字 ※3

26
前年 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

27
差額 (前年：前々年
金額)

12 数字 ※3

28
差額 (前年：前々年
増減比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

29 前年 (第***期　金額) 12 数字 ※3

30
前年 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

31 当年 (第***期　金額) 12 数字 ※3

32
当年 (第***期　前年
比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

33
差額 (当年：前年　金
額)

12 数字 ※3

34
差額 (当年：前年　増
減比)

7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※3

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、固定文字列行の場合は固定名称を出力します。

◆比較財務諸表

※3 比較期数 ('２期比較' ～ '５期比較' ) によって、列数が増減します。
    *** には決算期数を出力します。(期数が第１期より前になる場合、"第***期"と出力)
    印刷指示の [比率を出力する] が OFF の場合、前年比・増減比列を出力せず、金額列の項目名から "金額" を省きます。
    差額は、差額・増減比を出力する場合のみ出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 自分主科目コード 10 文字列
6 自分主科目名 7/14 文字列
7 借方金額 (差引) 12 数字
8 借方金額 (発生) 12 数字
9 相手主科目コード 10 文字列 ※1
10 相手主科目名 7/14 文字列 ※2
11 相手中科目コード 10 文字列 ※1
12 相手中科目名 7/14 文字列 ※1
13 相手小科目コード 10 文字列 ※1
14 相手小科目名 7/14 文字列 ※1
15 貸方金額 (発生) 12 数字
16 貸方金額 (差引) 12 数字

※1 繰越金額行・合計行の場合は、空になります。
※2 繰越金額行の場合は「繰越金額」固定
 　 合計行の場合は「合計」固定

◆勘定分析表

61



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)

5 補助科目コード 10 文字列

6 補助科目名 7/14 文字列

7 主科目コード 10 文字列 合計行の場合は、空になります。
8 主科目名 7/14 文字列 合計行の場合は「合計」固定
9 前残 12 数字
10 借方金額 12 数字
11 貸方金額 12 数字
12 残高 12 数字

◆共通補助科目別集計表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)

5 中科目コード 10 文字列

6 中科目名 7/14 文字列

7 大科目コード 10 文字列 合計行の場合は、空になります。
8 大科目名 7/14 文字列 合計行の場合は「合計」固定
9 前残 12 数字
10 借方金額 12 数字
11 貸方金額 12 数字
12 残高 12 数字

◆共通中科目別集計表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)

5 小科目コード 10 文字列

6 小科目名 7/14 文字列

7 大科目コード 10 文字列 ※1
8 大科目名 7/14 文字列 合計行の場合は「合計」固定
9 中科目コード 10 文字列 ※1
10 中科目名 7/14 文字列 ※1
11 前残 12 数字
12 借方金額 12 数字
13 貸方金額 12 数字
14 残高 12 数字

※1 合計行の場合は、空になります。

◆共通小科目別集計表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 主科目コ ード 10 文字列
2 主科目名 7/14 文字列
3 補助・中科目コード 10 文字列
4 補助・中科目名 7/14 文字列
5 小科目コード 10 文字列
6 小科目名 7/14 文字列
7 会計コード 3 文字列
8 会計名 20/40 文字列
9 事業グループコード 7 文字列 ※1
10 事業グループ名 20/40 文字列 ※1
11 事業コード 7 文字列
12 事業名 20/40 文字列
13 ○年○月度 (金額) 12 数字 ※2
14 ○年○月度 (増減比) 7 数字 -999.99 ～ 9999.99 ※2

※1 集計単位が「事業」の場合は、空になります。

◆科目別事業残高推移表

※2 条件によって、項目名が変化します。(最大で金額、増減比それぞれ１２項目出力)
    月度の集約、自由設定時の四半期、自由設定時の四半期の集約時、"○年○月度～○年○月度"
    自由設定時以外の四半期集計時、"第○四半期" (例："第１四半期")
    自由設定時以外の四半期の集約時、"第○四半期～第○四半期"
    法人基本情報の [使用する暦] を反映 (例："27年4月度" / "2015年4月度")
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列 ※1
6 主科目名 20/40 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 残高試算表 (借方) 12 数字
12 残高試算表 (貸方) 12 数字
13 整理記入 (借方) 12 数字
14 整理記入 (貸方) 12 数字

15
一般正味財産増減の部
(借方)

12 数字

16
一般正味財産増減の部
(貸方)

12 数字

17
指定正味財産増減の部
(借方)

12 数字

18
指定正味財産増減の部
(貸方)

12 数字

19 基金増減の部 (借方) 12 数字 ※3

20 基金増減の部 (貸方) 12 数字 ※3
21 貸借対照表 (借方) 12 数字
22 貸借対照表 (貸方) 12 数字

※1 科目行以外の場合は、空になります。
※2 集計行の場合は集計科目名、合計行の場合は「合計」を出力します。
※3 財務諸表の出力レイアウトが "基金設定レイアウト"以外の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)になります。

◆精算表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列
2 会計名 20/40 文字列
3 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
4 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1

5 内部取引区分 2 数字
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

6 借方事業コード 6 文字列 ※(事業)
7 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)

8 借方主科目コード 10 文字列

9 借方主科目名 7/14 文字列

10
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列

11 借方補助・中科目名 7/14 文字列
12 借方小科目コード 10 文字列
13 借方小科目名 7/14 文字列
14 借方税区分コード 2 文字列
15 借方税区分名 7/14 文字列

16 借方金額 12 数字

17 借方消費税額 11 数字 ※2
18 貸方事業コード 6 文字列 ※(事業)
19 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
20 貸方主科目コード 10 文字列
21 貸方主科目名 7/14 文字列

22
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列

23 貸方補助・中科目名 7/14 文字列

24 貸方小科目コード 10 文字列

25 貸方小科目名 7/14 文字列
26 貸方税区分コード 2 文字列
27 貸方税区分名 7/14 文字列
28 貸方金額 12 数字
29 貸方消費税額 11 数字 ※2

30
キャッシュ・フロー計
算項目

20/40 文字列

31 資金取引額 12 数字
32 調整額 12 数字

※1  "伝票番号管理しない"場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)になります。
※2 0円の場合は、空になります。

◆キャッシュ・フロー仕訳チェックリスト
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 3 文字列
2 会計名 20/40 文字列
3 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
4 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
5 借方事業コード 6 文字列 ※(事業)
6 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
7 借方主科目コード 10 文字列
8 借方主科目名 7/14 文字列

9
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列

10 借方補助・中科目名 7/14 文字列
11 借方小科目コード 10 文字列
12 借方小科目名 7/14 文字列
13 借方税区分コード 2 文字列
14 借方税区分名 7/14 文字列
15 借方金額 12 数字
16 貸方事業コード 6 文字列 ※(事業)
17 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
18 貸方主科目コード 10 文字列
19 貸方主科目名 7/14 文字列

20
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列

21 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
22 貸方小科目コード 10 文字列
23 貸方小科目名 7/14 文字列
24 貸方税区分コード 2 文字列
25 貸方税区分名 7/14 文字列
26 貸方金額 12 数字
27 摘要文 256 文字列
28 数字１ 6 文字列
29 数字２ 23 文字列

※1  "伝票番号管理しない"場合は、空になります。

◆キャッシュ・フロー調整仕訳チェックリスト
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列

6 主科目名
全角7/半

角14
文字列

7 補助科目コード 10 文字列 ※1
8 補助科目名 20/40 文字列 合計行の場合は、「合計」固定
9 所在地 ※2 文字列 ※1 ※3
10 残高 12 数字

※1 合計行の場合は、空になります。
※2 80／40 (プラス半角スペース1文字)
※3 住所１と住所２の間は半角スペース1文字

◆科目内訳書
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コード 3 文字列
2 会計名 20/40 文字列
3 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
4 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
5 借方事業コード 6 文字列 ※(事業)
6 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
7 借方主科目コード 10 文字列
8 借方主科目名 7/14 文字列

9
借方補助コード/借方中
科目コード

10 文字列

10
借方補助名/借方中科目
名

7/14 文字列

11 借方小科目コード 10 文字列
12 借方小科目名 7/14 文字列
13 借方税区分コード 2 文字列
14 借方税区分名 7/14 文字列
15 借方金額 12 数字 ※2
16 借方消費税額 11 数字 ※3
17 貸方事業コード 6 文字列 ※(事業)
18 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
19 貸方主科目コード 10 文字列

20 貸方主科目名 7/14 文字列

21
貸方補助コード/貸方中
科目コード

10 文字列

22
貸方補助名/貸方中科目
名

7/14 文字列

23 貸方小科目コード 10 文字列
24 貸方小科目名 7/14 文字列
25 貸方税区分コード 2 文字列
26 貸方税区分名 7/14 文字列
27 貸方金額 12 数字 ※2
28 貸方消費税額 11 数字 ※3
29 摘要文 256 文字列
30 数字１ 6 文字列

31 数字２ 23 文字列

32 内部取引区分 2 数字
0：設定なし、1：事業間(ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内)取引、2：事業間取引、3：会計
間取引

※1  "伝票番号管理しない"場合は空になります。
※2 税計算モードが1: 内税自動計算であれば税込金額、左記以外であれば税抜金額
※3 消費税額(0の場合は0を出力)

◆消費税明細書
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 税区分コード 2 文字列
6 税区分名 20/40 文字列
7 主科目コード 10 文字列
8 主科目名 18/36 ※1
9 中科目コード 10 文字列
10 中科目名 7/14 文字列
11 小科目コード 10 文字列
12 小科目名 7/14 文字列
13 税込金額 12 数字
14 積上消費税額 12 数字
15 税抜金額 12 数字
16 消費税額 12 数字

※1 勘定科目名は「全角7/半角14」ですが、税計算行のためにこの桁数で出力されます。

◆消費税集計表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 主科目コード 10 文字列
6 主科目名 7/14 文字列
7 中科目コード 10 文字列
8 中科目名 7/14 文字列
9 小科目コード 10 文字列
10 小科目名 7/14 文字列
11 税区分コード 2 文字列
12 税区分名 20/40 文字列
13 税込金額 12 数字
14 積上消費税額 12 数字
15 税抜金額 12 数字

◆科目別税区分別集計表
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【1行目】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 印刷指示 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 印刷指示 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 印刷指示 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 印刷指示 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 印刷指示 振込先コード 10 文字列
6 印刷指示 振込先名 7/14 文字列
7 未使用 - -
8 未使用 - -
9 未使用 - -
10 未使用 - -
11 未使用 - -
12 未使用 - - ※1
13 未使用 - -
14 未使用 - -
15 未使用 - -
16 未使用 - -
17 未使用 - -
18 未使用 - -
19 未使用 - -
20 未使用 - -
21 未使用 - -
22 未使用 - -
23 未使用 - -
24 未使用 - -
25 未使用 - -
26 未使用 - -
27 未使用 - -
28 未使用 - -
29 未使用 - -
30 未使用 - -
31 残高(繰越金額) 12 数字

【2行目（見出し対象行）】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会計コ ード 3 文字列 ※3
2 会計名 20/40 文字列 ※3

3 自分事業コード 6 文字列 ※(事業_列非表示) ※3

4 自分事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示) ※3
5 自分主科目コード 10 文字列 ※3
6 自分主科目名 7/14 文字列 ※3
7 自分補助コード 10 文字列 ※3
8 自分補助名 7/14 文字列 ※3
9 自分税区分コード 2 文字列 ※3
10 自分税区分名 7/14 文字列 ※3
11 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式 ※3
12 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
13 相手事業コード 6 文字列 ※2
14 相手事業名 20/40 文字列 ※2
15 相手主科目コード 10 文字列
16 相手主科目名 7/14 文字列

17
相手補助／中科目コー
ド

10 文字列

18 相手補助／中科目名 7/14 文字列
19 相手小科目コード 10 文字列
20 相手小科目名 7/14 文字列
21 相手税区分コード 2 文字列
22 相手税区分名 7/14 文字列

23 銀振集計区分 全角5 文字列
集計する、集計しない、転送済
み、支払済み

24 摘要文 256 文字列
25 数字１ 6 文字列
26 数字２ 23 文字列
27 発生金額 12 数字 ※3
28 発生税額 11 数字 ※3
29 支払金額 12 数字 ※3
30 支払税額 11 数字 ※3
31 残高 12 数字 ※3

◆振込先明細書
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※1 伝票番号管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

※3 諸口内訳行の場合は空になります。

※2 事業管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
 　 事業管理が貸借対照表以外、かつ相手科目が貸借対照表科目の場合は空になります。

※条件指示で指定できる以下の設定には、汎用データの出力内容は影響されません。
自分事業を出力する、自分下位科目を出力する、税区分を出力する、参考金額の出力設定

※金額・消費税額は、条件指示の「税込で出力する」の指定に関係なく、以下のように出力されます。
・借方金額・貸方金額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した金額（税抜金額また
は税込金額）
・借方税額・貸方税額のうち貸借区分が一致する項目→条件指示の「税込で出力する」の指定に従って計算した消費税額
・上記以外→空の文字列
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会計コ ード 4 文字列 ※(会計)
2 会計名 20/40 文字列 ※(会計)
3 事業コード 7 文字列 ※(事業_列非表示)
4 事業名 20/40 文字列 ※(事業_列非表示)
5 振込先コード 10 文字列 合計行の場合は、空になります。
6 振込先名 7/14 文字列 合計行の場合は、「合計」固定
7 前残 12 数字
8 発生金額 12 数字
9 支払金額 12 数字
10 残高 12 数字

◆振込先一覧表
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 法人口座コ ード 2 文字列
2 法人口座名 20/40 文字列
3 金融機関コード 4 文字列
4 金融機関名 10/20 文字列
5 金融機関名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列
6 店番号 3 文字列
7 支店名 12/24 文字列
8 支店名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列
9 口座番号 8 文字列
10 振込先コード 10 文字列 ※1
11 振込先名 20/40 文字列 合計行の場合は「合計」固定
12 振込先名ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列 合計行の場合は「ｺﾞｳｹｲ」固定
13 振込先金融機関コード 4 文字列 ※1
14 振込先金融機関名 10/20 文字列 ※1
15 振込先金融機関名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列 ※1
16 振込先店番号 3 文字列 ※1
17 振込先支店名 12/24 文字列 ※1
18 振込先支店名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列 ※1
19 振込先口座番号 8 文字列 ※1
20 振込先預金種目 1 数字 1:普通、2:当座 ※1
21 振込方法 1 数字 0:電信、1:文書 ※1
22 振込金額 12 数字
23 当方手数料 12 数字 ※2
24 先方手数料 12 数字 ※2

会社口座ごとの末尾に合計行が出力されます。
※1 合計行の場合は、空になります。
※2 負担しない場合は、空になります。

◆銀行振込依頼書
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 伺書パタ ーンコ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 伺書パターン名 20/40 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース 半角文字
4 分類 10/20 文字列 スペース
5 会計コード 3 文字列 ○ 半角数字
6 会計名 20/40 文字列
7 伺書レイアウト名称 20/40 文字列

8
伺書レイアウト名称2
ページ目以降

20/40 文字列

9 作成日付名 5/10 文字列 スペース
10 作成日付略称 2/4 文字列 スペース
11 作成日付入力 1 数字 1(入力可能) 1：入力可（固定）
12 承認日付名 5/10 文字列 スペース
13 承認日付略称 2/4 文字列 スペース
14 承認日付入力 1 数字 0(入力不可) 0：入力不可、1：入力可
15 施行日付名 5/10 文字列 スペース
16 施行日付略称 2/4 文字列 スペース
17 施行日付入力 1 数字 0(入力不可) 0：入力不可、1：入力可

18 伝票日付区分 1 数字 0(作成日付)
0：作成日付、1：承認日付、2：施行日
付

19 伺書番号頭文字 5/10 文字列 スペース
20 伺書番号連番桁数 1 数字 0 0～9
21 検印欄１ 5/10 文字列 スペース
22 検印欄２ 5/10 文字列 スペース
23 検印欄３ 5/10 文字列 スペース
24 検印欄４ 5/10 文字列 スペース
25 検印欄５ 5/10 文字列 スペース
26 検印欄６ 5/10 文字列 スペース
27 検印欄７ 5/10 文字列 スペース
28 検印欄８ 5/10 文字列 スペース
29 相手先１ 30/60 文字列 スペース
30 相手先２ 30/60 文字列 スペース
31 件名 55/110 文字列 スペース

32 借方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

33 借方事業名 20/40 文字列
34 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
35 借方主科目名 7/14 文字列

36
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

37 借方補助・中科目名 7/14 文字列
38 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
39 借方小科目名 7/14 文字列

40 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

41 借方税区分名 7/14 文字列
42 借方金額 11 数字 ○

43 貸方事業コード 6 文字列 ○
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

44 貸方事業名 20/40 文字列
45 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
46 貸方主科目名 7/14 文字列

47
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

48 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
49 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
50 貸方小科目名 7/14 文字列

51 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

52 貸方税区分名 7/14 文字列
53 貸方金額 11 数字 ○
54 摘要文 256 文字列 スペース

55 借方税計算モード 1 数字 9(指定なし)
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

56 貸方税計算モード 1 数字 9(指定なし)
0: 税計算しない、1: 内税自動計
算、2: 外税自動計算、9: 指定な
し

57 数字１ 6 文字列 半角文字(スペース不可)
58 数字２ 23 文字列 半角文字(スペース不可)

◆伺書パターン　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

59 フセン 2 数字 0(フセンなし)
0：フセンなし、1～12：フセン1～
12

60 フセン文字列 15/30 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
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伺書一覧表

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 伺書パタ ーンコ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
2 伺書パターン名 20/40 文字列
3 会計コ ード 3 文字列 ◎ 半角数字
4 会計名 20/40 文字列
5 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999 ※1
6 伺書番号 10/20 文字列 ◎
7 相手先１ 30/60 文字列 スペース
8 相手先２ 30/60 文字列 スペース
9 件名 55/110 文字列 スペース
10 作成年月日 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式
11 承認年月日 8 数字 YYYYMMDD形式
12 施行年月日 8 数字 YYYYMMDD形式
13 転送年月日 8 数字 YYYYMMDD形式
14 転送先 1 数字 0(なし) 0：なし、1：通常仕訳、2：予約伝票

15 内訳 795/1590 文字列 スペース

全角53文字×15行=795文字(半角
106文字×15行=1590文字)
改行は「\r\n」に加工して出力し
ます。

16 計算対象事業コード 6 文字列 ○

"事業管理しない"場合は空になり
ます。
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

17 計算対象事業名 20/40 文字列
"事業管理しない"場合は空になり
ます。

18 計算対象主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
19 計算対象主科目名 7/14 文字列
20 計算対象中科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
21 計算対象中科目名 7/14 文字列
22 計算対象小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
23 計算対象小科目名 7/14 文字列

24 借方税計算モード 1 数字 ※2
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

25 借方事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

26 借方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
27 借方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
28 借方主科目名 7/14 文字列

29
借方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

30 借方補助・中科目名 7/14 文字列
31 借方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
32 借方小科目名 7/14 文字列

33 借方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

34 借方税区分名 7/14 文字列
35 借方金額 11 数字 ○
36 借方消費税額 10 数字 ○

37 貸方税計算モード 1 数字 ※2
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

38 貸方事業コード 6 文字列 ○
※(事業)
半角英数カナ
半角スペース(文字間のみ)

39 貸方事業名 20/40 文字列 ※(事業)
40 貸方主科目コード 10 文字列 ○ 半角英数
41 貸方主科目名 7/14 文字列

42
貸方補助・中科目コー
ド

10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)

43 貸方補助・中科目名 7/14 文字列
44 貸方小科目コード 10 文字列 ○ 半角文字(スペース不可)
45 貸方小科目名 7/14 文字列

46 貸方税区分コード 2 文字列 ○
半角英字大文字
半角カナ
半角数字

47 貸方税区分名 7/14 文字列
48 貸方金額 11 数字 ○
49 貸方消費税額 10 数字 ○
50 摘要文 256 文字列 スペース
51 数字１ 6 文字列 半角文字(スペース不可)
52 数字２ 23 文字列 半角文字(スペース不可)

◆伺書　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

53 フセン 2 数字 0(フセンなし)
0：フセンなし、1～12：フセン1～
12

54 フセン文字列 15/30 文字列
「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='5' ¥"が出力されます。
※1  "伝票番号管理しない"場合は空になります。
※2 主科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「法人基本情報の登録」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      補助科目、中科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「主科目」の「消費税自動計算」で設定された
      計算方法になります。
      小科目の「消費税自動計算」が「指定なし」に設定されている場合、初期値は「中科目」の「消費税自動計算」で設定された計算方法に
      なります。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 ユーザーID 90／45 文字列 ※1
2 ユーザー名 50／25 文字列 ※1
3 ユーザー略称 6／3 文字列 ※1

4 ユーザーレベル 1 数字
Rev6.00で「9:連携
ユーザー」を追加

0
0:一般ユーザー、1:システム管理
者、9:連携ユーザー

5 利用区分 1 数字 0 0:有効、1:無効

※1 データ読込時は必須ではありませんが、一括登録時の必須項目になります。

◆システムユーザー
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 システムユーザーID 90／45 文字列

2 メールアドレス 254 文字列
メールアドレス形式 （半角英数+
「@」「.」「-」「_」）

※この汎用データを扱う処理は、有効な製品サービスライセンスまたはサブスクリプションライセンスの登録が必要です。

※詳細
・区切り文字前後のスペースは除外
・字数を超える場合は末尾を除外
・無効な文字は除外
・システムユーザーIDの禁則文字は「_」に置換（OS認証時「*」は置換しない）
・OS認証時マシン名を「*」に置換

※以下の場合に無効行と判断されます
・システムユーザーIDが空
・システムユーザーIDと対応するシステムユーザーが存在しない(大文字小文字の違いも正確に確認)
・メールアドレスが空

◆システムユーザーメール設定
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コード 略称 説明文 備考
00 対象外 消費税に関係ない科目
99 不明 不明
A0 非売上 非課税売上
B1 売上3% 課税売上3%
B3 売上5% 課税売上5%
B4 売上8% 課税売上8%
B5 売上10% 課税売上10%
B6 売上8%軽 課税売上8%（軽）
C1 売返3% 課税売上返還3%
C3 売返5% 課税売上返還5%
C4 売返8% 課税売上返還8%
C5 売返10% 課税売上返還10%
C6 売返8%軽 課税売上返還8%（軽）
D1 貸倒3% 課税貸倒れ3%
D3 貸倒5% 課税貸倒れ5%
D4 貸倒8% 課税貸倒れ8%
D5 貸倒10% 課税貸倒れ10%
D6 貸倒8%軽 課税貸倒れ8%（軽）
E1 貸倒回収3% 課税貸倒れ回収3%
E3 貸倒回収5% 課税貸倒れ回収5%
E4 貸倒回収8% 課税貸倒れ回収8%
E5 貸倒回収10% 課税貸倒れ回収10%
E6 貸倒回収8%軽 課税貸倒れ回収8%（軽）
F0 輸出 輸出免税売上
G0 非売返 非課税売上の返還
H0 輸出返 輸出免税売上の返還
P0 非仕入 非課税仕入
Q1 仕入3% 課税仕入3%（共通）
Q3 仕入5% 課税仕入5%（共通）
Q4 仕入8% 課税仕入8%（共通）
Q5 仕入10% 課税仕入10%（共通）
Q6 仕入8%軽 課税仕入8%（軽）（共通）
R1 仕返3% 課税仕入返還3%（共通）
R3 仕返5% 課税仕入返還5%（共通）
R4 仕返8% 課税仕入返還8%（共通）
R5 仕返10% 課税仕入返還10%（共通）
R6 仕返8%軽 課税仕入返還8%（軽）（共通）
S1 仕入(課)3% 課税売上対応課税仕入3% ※1
S3 仕入(課)5% 課税売上対応課税仕入5% ※1
S4 仕入(課)8% 課税売上対応課税仕入8% ※1
S5 仕入(課)10% 課税売上対応課税仕入10% ※1
S6 仕入(課)8%軽 課税売上対応課税仕入8%（軽） ※1
T1 仕返(課)3% 課税売上対応課税仕入返還3% ※1
T3 仕返(課)5% 課税売上対応課税仕入返還5% ※1
T4 仕返(課)8% 課税売上対応課税仕入返還8% ※1
T5 仕返(課)10% 課税売上対応課税仕入返還10% ※1
T6 仕返(課)8%軽 課税売上対応課税仕入返還8%（軽） ※1
U1 仕入(非)3% 非課税売上対応課税仕入3% ※1
U3 仕入(非)5% 非課税売上対応課税仕入5% ※1
U4 仕入(非)8% 非課税売上対応課税仕入8% ※1
U5 仕入(非)10% 非課税売上対応課税仕入10% ※1
U6 仕入(非)8%軽 非課税売上対応課税仕入8%（軽） ※1
V1 仕返(非)3% 非課税売上対応課税仕入の返還3% ※1
V3 仕返(非)5% 非課税売上対応課税仕入の返還5% ※1
V4 仕返(非)8% 非課税売上対応課税仕入の返還8% ※1
V5 仕返(非)10% 非課税売上対応課税仕入の返還10% ※1
V6 仕返(非)8%軽 非課税売上対応課税仕入の返還8%（軽） ※1
W0 非仕返 非課税仕入の返還
X0 有証売上 有価証券売上
ｱ0 非輸出 非課税輸出売上
ｲ0 非輸出返 非課税輸出売上の返還
ｳ1 輸入3% 課税輸入仕入3%（共通）
ｳ3 輸入5% 課税輸入仕入5%（共通）
ｳ4 輸入8% 課税輸入仕入8%（共通）
ｳ5 輸入10% 課税輸入仕入10%（共通）
ｳ6 輸入8%軽 課税輸入仕入8%（軽）（共通）
ｴ1 輸入返3% 課税輸入仕入の返還3%（共通）
ｴ3 輸入返5% 課税輸入仕入の返還5%（共通）
ｴ4 輸入返8% 課税輸入仕入の返還8%（共通）
ｴ5 輸入返10% 課税輸入仕入の返還10%（共通）

◆参考資料 税区分一覧表

83



コード 略称 説明文 備考
ｴ6 輸入返8%軽 課税輸入仕入の返還8%（軽）（共通）
ｵ1 輸入(課)3% 課税売上対応課税輸入仕入3% ※1
ｵ3 輸入(課)5% 課税売上対応課税輸入仕入5% ※1
ｵ4 輸入(課)8% 課税売上対応課税輸入仕入8% ※1
ｵ5 輸入(課)10% 課税売上対応課税輸入仕入10% ※1
ｵ6 輸入(課)8%軽 課税売上対応課税輸入仕入8%（軽） ※1
ｶ1 輸入返(課)3% 課税売上対応課税輸入仕入の返還3% ※1
ｶ3 輸入返(課)5% 課税売上対応課税輸入仕入の返還5% ※1
ｶ4 輸入返(課)8% 課税売上対応課税輸入仕入の返還8% ※1
ｶ5 輸入返(課)10% 課税売上対応課税輸入仕入の返還10% ※1
ｶ6 輸入返(課)8%軽 課税売上対応課税輸入仕入の返還8%（軽） ※1
ｷ1 輸入(非)3% 非課税売上対応課税輸入仕入3% ※1
ｷ3 輸入(非)5% 非課税売上対応課税輸入仕入5% ※1
ｷ4 輸入(非)8% 非課税売上対応課税輸入仕入8% ※1
ｷ5 輸入(非)10% 非課税売上対応課税輸入仕入10% ※1
ｷ6 輸入(非)8%軽 非課税売上対応課税輸入仕入8%（軽） ※1
ｸ1 輸入返(非)3% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還3% ※1
ｸ3 輸入返(非)5% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還5% ※1
ｸ4 輸入返(非)8% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還8% ※1
ｸ5 輸入返(非)10% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還10% ※1
ｸ6 輸入返(非)8%軽 非課税売上対応課税輸入仕入の返還8%（軽） ※1
ｹ3 輸入地方 課税輸入仕入の地方消費税分
J0 不課税収(特外) 特定収入以外の不課税収入
K0 特収5% 課税仕入等に係る特定収入
K4 特収8% 課税仕入(8%)の特定収入
K5 特収10% 課税仕入(10%)の特定収入
K6 特収8%軽 課税仕入(8%軽)の特定収入
L0 特収(課外) 課税仕入等に係る特定収入以外の特定収入
M0 特収(課)5% 課税売上対応課税仕入等に係る特定収入 ※1
M4 特収(課)8% 課税売上対応課税仕入(8%)の特定収入 ※1
M5 特収(課)10% 課税売上対応課税仕入(10%)の特定収入 ※1
M6 特収(課)8%軽 課税売上対応課税仕入(8%軽)の特定収入 ※1
N0 特収(非)5% 非課税売上対応課税仕入等に係る特定収入 ※1
N4 特収(非)8% 非課税売上対応課税仕入(8%)の特定収入 ※1
N5 特収(非)10% 非課税売上対応課税仕入(10%)の特定収入 ※1
N6 特収(非)8%軽 非課税売上対応課税仕入(8%軽)の特定収入 ※1
ｺ4 特仕入8% 特定課税仕入8%（共通）
ｺ5 特仕入10% 特定課税仕入10%（共通）
ｻ4 特仕返8% 特定課税仕入の返還8%（共通）
ｻ5 特仕返10% 特定課税仕入の返還10%（共通）
ｽ4 特仕入(課)8% 課税売上対応特定課税仕入8% ※1
ｽ5 特仕入(課)10% 課税売上対応特定課税仕入10% ※1
ｾ4 特仕返(課)8% 課税売上対応特定課税仕入の返還8% ※1
ｾ5 特仕返(課)10% 課税売上対応特定課税仕入の返還10% ※1
ﾀ4 特仕入(非)8% 非課税売上対応特定課税仕入8% ※1
ﾀ5 特仕入(非)10% 非課税売上対応特定課税仕入10% ※1
ﾁ4 特仕返(非)8% 非課税売上対応特定課税仕入の返還8% ※1
ﾁ5 特仕返(非)10% 非課税売上対応特定課税仕入の返還10% ※1
ﾃ4 控外仕入8% 控除対象外課税仕入8%
ﾃ5 控外仕入10% 控除対象外課税仕入10%
ﾄ4 控外仕返8% 控除対象外課税仕入の返還8%
ﾄ5 控外仕返10% 控除対象外課税仕入の返還10%
Z0 対象外売(国外) 課税対象外売上（国外取引）

※1 課税方式を「一般課税（個別対応方式）」に選択している場合のみ使用できます。
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コード グループ名 正式名称 備考
111000 現金預金 現金
112000 現金預金 預金
115000 その他の流動資産 流動資産１
115100 その他の流動資産 受取手形
115200 その他の流動資産 流動資産２
118700 その他の流動資産 繰延税金資産
118800 その他の流動資産 仮払消費税等
118900 その他の流動資産 流動資産３
119000 その他の流動資産 貸倒引当金
119050 その他の流動資産 流動資産４
119100 基本財産 基本財産１
119900 基本財産 減価償却累計額
119950 基本財産 減損損失累計額
120000 基本財産 基本財産２
120100 特定資産 特定資産１
120200 特定資産 減価償却累計額
120300 特定資産 減損損失累計額
120400 特定資産 特定資産２
121000 その他の固定資産 固定資産１
121900 その他の固定資産 減価償却累計額
121950 その他の固定資産 減損損失累計額
122000 その他の固定資産 固定資産２
125000 その他の固定資産 繰延税金資産
125500 その他の固定資産 貸倒引当金
126000 その他の固定資産 固定資産３
131000 流動負債 流動負債１
131100 流動負債 支払手形
131200 流動負債 流動負債２
132000 流動負債 引当金
132100 流動負債 流動負債３
133000 流動負債 繰延税金負債
133500 流動負債 仮受消費税等
133600 流動負債 流動負債４
133800 流動負債 割引手形
133900 流動負債 裏書手形
133950 流動負債 流動負債５
134000 固定負債 固定負債１
135000 固定負債 引当金
135100 固定負債 固定負債２
137000 固定負債 繰延税金負債
138000 固定負債 固定負債３
140500 正味財産 基金
140600 正味財産 基金－基本財産への充当額
140700 正味財産 基金－特定資産への充当額
141100 正味財産 指定正味財産
145000 正味財産 指定正味－基本財産への充当額
146000 正味財産 指定正味－特定資産への充当額
146500 正味財産 代替基金
147000 正味財産 一般正味－基本財産への充当額
148000 正味財産 一般正味－特定資産への充当額
250000 一般正味財産 経常収益
253000 一般正味財産 経常費用
258000 一般正味財産 評価損益等
260000 一般正味財産 経常外収益
263000 一般正味財産 経常外費用
263200 一般正味財産 他会計振替
263500 一般正味財産 法人税等
263600 一般正味財産 法人税等追徴額
263700 一般正味財産 法人税等還付額
263800 一般正味財産 法人税等調整額
263850 一般正味財産 過年度法人税等調整額
263900 一般正味財産 その他税効果
264000 一般正味財産 一般正味財産期首残高
264500 一般正味財産 一般正味財産期首残高調整額
266000 指定正味財産 指定正味財産
266500 指定正味財産 評価益
267000 指定正味財産 評価損
267300 指定正味財産 評価損益
267500 指定正味財産 振替額
268000 指定正味財産 指定正味財産期首残高

◆参考資料 勘定科目属性一覧表　平成 20 年施行基準
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コード グループ名 正式名称 備考
269000 基金 基金受入額
269100 基金 基金返還額
269500 基金 基金期首残高
269600 基金 代替基金期首残高
670000 収支計算書 事業活動収入
673000 収支計算書 事業活動支出
673500 収支計算書 法人税等の支払額
680000 収支計算書 投資活動収入
683000 収支計算書 投資活動支出
686000 収支計算書 財務活動収入
689000 収支計算書 財務活動支出
689100 収支計算書 予備費
689200 収支計算書 予備費からの振替
689900 収支計算書 前期繰越収支差額
890000 キャッシュ・フロー(直接)事業活動収入
891000 キャッシュ・フロー(直接)事業活動支出
891500 キャッシュ・フロー(直接)法人税等の支払額
892000 キャッシュ・フロー(間接)事業活動－調整項目
892300 キャッシュ・フロー(間接)事業活動－法人税等の支払額
892500 キャッシュ・フロー(間接)事業活動－指定正味財産増加収入
893000 キャッシュ・フロー(共通)投資活動収入
895000 キャッシュ・フロー(共通)投資活動支出
897000 キャッシュ・フロー(共通)財務活動収入
899000 キャッシュ・フロー(共通)財務活動支出
899700 キャッシュ・フロー(共通)換算差額
899800 キャッシュ・フロー(共通)期首残高
199990 諸口 諸口
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コード グループ名 正式名称 備考
111000 現金預金 現金
112000 現金預金 預金
115000 その他の流動資産 流動資産１
115100 その他の流動資産 受取手形
115200 その他の流動資産 流動資産２
118800 その他の流動資産 仮払消費税等
118900 その他の流動資産 流動資産３
119000 その他の流動資産 貸倒引当金
119050 その他の流動資産 流動資産４
119100 基本財産 基本財産１
119900 基本財産 減価償却累計額
120000 基本財産 基本財産２
121000 その他の固定資産 固定資産１
121900 その他の固定資産 減価償却累計額
122000 その他の固定資産 固定資産２
131000 流動負債 流動負債１
131100 流動負債 支払手形
131200 流動負債 流動負債２
133500 流動負債 仮受消費税等
133600 流動負債 流動負債３
133800 流動負債 割引手形
133900 流動負債 裏書手形
133950 流動負債 流動負債４
134000 固定負債 固定負債１
141100 フロー諸口 フロー諸口
651100 収支計算書 収入の部(フロー共用)
654100 収支計算書 収入の部
659100 収支計算書 繰入金収入(フロー共用)
659900 収支計算書 前期繰越収支差額
661100 収支計算書 支出の部(フロー共用)
663100 収支計算書 支出の部
669000 収支計算書 繰入金支出(フロー共用)
669100 収支計算書 予備費
669200 収支計算書 予備費からの振替
771100 フロー式正味財産 有価証券売却益
771200 フロー式正味財産 固定資産売却益
775100 フロー式正味財産 有価証券売却損
775200 フロー式正味財産 固定資産売却損
781000 ストック式正味財産 資産増加１
781100 ストック式正味財産 固定資産受贈額(フロー共用)
782100 ストック式正味財産 資産増加２
785100 ストック式正味財産 負債減少１
785300 ストック式正味財産 退職給与引当金取崩額(フロー共用)
785400 ストック式正味財産 負債減少２
785600 ストック式正味財産 その他負債減少額(フロー共用)
785700 ストック式正味財産 負債減少３
791100 ストック式正味財産 資産減少１
792800 ストック式正味財産 固定資産除却額(フロー共用)
793100 ストック式正味財産 災害損失額(フロー共用)
793200 ストック式正味財産 減価償却額(フロー共用)
793600 ストック式正味財産 貸倒引当金繰入額(フロー共用)
793700 ストック式正味財産 徴収不能額(フロー共用)
793800 ストック式正味財産 資産減少２
795100 ストック式正味財産 負債増加１
795300 ストック式正味財産 賞与引当金繰入額(フロー共用)
795400 ストック式正味財産 退職給与引当金繰入額(フロー共用)
795500 ストック式正味財産 負債増加２
795700 ストック式正味財産 その他負債増加額(フロー共用)
795800 ストック式正味財産 負債増加３
799100 前期繰越正味財産額 前期繰越正味財産額
199990 諸口 諸口

◆参考資料 勘定科目属性一覧表　昭和 62 年施行基準
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