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■レイアウトの見方

○桁数は、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、[全角桁数／半角桁数]の形で記載しています。

○型の「数字(－)」は、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、マイナスの場合、有効数字は1桁少なくなります。

例）社員-給与データの「基本給」は9桁となっていますので、出力される範囲は、-99,999,999～999,999,999と
なります。有効数字は9桁までです。

○日付項目は年月日は西暦の8桁で年月は西暦の6桁で出力されます。

例）8桁 20110902、6桁 201109

○変更履歴は「人事９V.2」と比較して、それ以降に変更があった内容を記載しています。

○[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。かつ受入パターン使用時に項目指定が必要。

○：受入パターン使用時に項目指定が必要。

△：項目として存在または受入パターンで項目指定した場合に値が設定されていなければならない。

○備考は、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。
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改定履歴

Rev. 名称 変更項目 変更種類

2.00 会社基本情報マスター 年齢計算 追加

ユーザー定義管理項目
属性に
8:開始日(基準日管理) 、9:終了日、10:経過年月を追加

変更

ユーザー定義管理項目(社員) 項目1～20に属性8、属性9を追加 変更

会計基本情報マスター 従業員区分 追加

支給控除項目マスター

イ月給
ロ日給
ハ時間給
二出来高給(基本単価)
二出来高旧(保障給)
ホその他
イ手当
ロ手当
ハ手当
二手当
イ手当名
ロ手当名
ハ手当名
二手当名

追加

ユーザー定義管理項目
属性に
11:マスター参照(システム定義)、12:開始日を追加

変更

ユーザー定義管理項目
マスター種類
項目名を「ユーザー定義マスター」から「マスター種
類」に変更

変更

雇用履歴（社員） 追加

全汎用データレイアウト ヘッダ名1列目を「項番」に変更 変更

会社基本情報マスター
取得日(資格・免許)
入社年月(職歴)
退社年月(職歴)

追加

教育区分 教育区分（システム定義マスター） 追加

休職（社員） 休職区分を2：育児休業、3：介護休業に変更 変更

休職（社員） 休職区分に5：産前産後休業を追加 変更

教育区分に5:未使用を追加 変更

教育区分コード 追加

資格・免許（社員） 取得日がYYYYMM形式に対応 変更

職歴（社員） 入社年月、退社年月がYYYYMM形式に対応 変更

社会保険（社員）

介護保険対象区分(健康保険)、介護保険の設定(健康保
険)の備考欄の制限を変更
「※加入(健康保険)が0:無の場合は空文字で出力」を削
除

変更

就労（社員） 氏名 追加

異動・配属（社員） 氏名 追加

家族（社員） 氏名 追加

学歴（社員） 氏名 追加

休職（社員） 氏名 追加

給与（社員） 氏名 追加

教育（社員） 氏名 追加

緊急連絡先 氏名 追加

語学情報 氏名 追加

資格・免許（社員） 氏名 追加

社会保険（社員） 氏名 追加

趣味・特技（社員） 氏名 追加

住職（社員） 氏名 追加

出向・派遣（社員） 氏名 追加

賞罰（社員） 氏名 追加

職歴（社員） 氏名 追加

通勤（社員） 氏名 追加

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（社員） 氏名 追加

保証人（社員） 氏名 追加

雇用履歴（社員） 氏名 追加

ユーザー定義管理項目（社員） 氏名 追加

4.50 家族（社員） 性別に0：未設定を追加 変更

4.00

3.00

教育（社員）
4.10

4.20

2



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 会社コード 4 文字列 ◎
2 会社名 20/40 文字列 ◎
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 郵便番号 8 文字列 Ⅹで10桁→8桁 数字、ﾊｲﾌﾝ（-）
5 住所１ 20/40 文字列
6 住所２ 20/40 文字列
7 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
8 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列

9 TEL 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-)
→数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、
ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

10 FAX 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-)
→数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、
ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

11 代表者役職名 10/20 文字列 Ⅹで14桁→20桁
12 代表者　姓 10/20 文字列 Ⅹで25桁→20桁
13 代表者　名 10/20 文字列 Ⅹで追加
14 代表者　姓ﾌﾘｶﾞﾅ 20 文字列 Ⅹで追加
15 代表者　名ﾌﾘｶﾞﾅ 20 文字列 Ⅹで追加
16 使用する暦 1 数字 1(和暦) 0:西暦、1:和暦
17 部門コード桁数 1 数字 3 3～6
18 社員コード桁数 2 数字 Ⅹで10桁→13桁 4 4～13
19 勤続年数計算 1 数字 0(入社日) 0:入社日、1:本採用日
20 年齢計算 1 数字 Ⅹ(Rev2.00)で追加 0(時刻単位) 0:時刻単位、1:日単位
21 従業員区分 1 数字 Ⅹ(Rev4.00)で追加 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
22 所属 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
23 勤務地 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
24 役職 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
25 職級 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
26 号俸 1 数字 Ⅹで追加 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
27 職能資格 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
28 職務 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
29 職種 1 数字 0(反映しない) 0:反映しない、1:反映する
30 取得日(資格・免許) 1 数字 Ⅹ(Rev4.10)で追加 0(年月日) 0:年月日、1:年月
31 入社年月(職歴) 1 数字 Ⅹ(Rev4.10)で追加 0(年月日) 0:年月日、1:年月
32 退社年月(職歴) 1 数字 Ⅹ(Rev4.10)で追加 0(年月日) 0:年月日、1:年月

「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='4' \"が出力されます。

◆会社基本情報マスター　(version 4)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 部門コード 62 文字列
Ⅹで6桁×9項目→
62桁×1項目のﾊｲﾌ
ﾝ繋ぎ

◎
9階層(3～6桁×9。全階層で最
大桁数は一緒。階層の区切りは
ﾊｲﾌﾝ(-))

2 部門名 15/30 文字列 Ⅹで20桁→30桁 ◎

3 部門名ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列 Ⅹで追加

4 帳票用部門名 20/40 文字列 ◎

5 基本給与体系 3 文字列 Ⅹで追加 ◎ 支給控除マスター

「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='1' \"が出力されます。

受入先と汎用ﾃﾞｰﾀ側で部門ｺｰﾄﾞ桁数が異なる場合、汎用データ側のｺｰﾄﾞ桁数が小さい場合は受入可能。

但し（役員）に関して下記の制限がある。

汎用ﾃﾞｰﾀ側の全桁が｢9｣の場合は役員とみなし足りない桁数に｢9｣を追加して受入れる。

但し部門ｺｰﾄﾞ桁数範囲の3～6桁の「999,9999,99999,999999」のときのみ足りない桁の追加を行う

◆部門マスター　(version 1)

4



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 支給控除コード 3 文字列 Ⅹで追加 ◎

2 給与体系名 10/20 文字列 Ⅹで追加 ◎

3 基本給 12/24 文字列

4 支給項目1 12/24 文字列

5 支給項目2 12/24 文字列

6 支給項目3 12/24 文字列

7 支給項目4 12/24 文字列

8 支給項目5 12/24 文字列

9 支給項目6 12/24 文字列

10 支給項目7 12/24 文字列
11 支給項目8 12/24 文字列

12 支給項目9 12/24 文字列

13 支給項目10 12/24 文字列

14 支給項目11 12/24 文字列

15 支給項目12 12/24 文字列

16 支給項目13 12/24 文字列

17 支給項目14 12/24 文字列

18 支給項目15 12/24 文字列

19 支給項目16 12/24 文字列

20 支給項目17 12/24 文字列

21 支給項目18 12/24 文字列

22 支給項目19 12/24 文字列

23 支給項目20 12/24 文字列

24 支給項目21 12/24 文字列

25 支給項目22 12/24 文字列

26 支給項目23 12/24 文字列

27 支給項目24 12/24 文字列

28 支給項目25 12/24 文字列

29 支給項目26 12/24 文字列

30 支給項目27 12/24 文字列

31 支給項目28 12/24 文字列

32 支給項目29 12/24 文字列

33 支給項目30 12/24 文字列

34 支給項目31 12/24 文字列

35 支給項目32 12/24 文字列

36 支給項目33 12/24 文字列

37 支給項目34 12/24 文字列

38 支給項目35 12/24 文字列

39 支給項目36 12/24 文字列

40 支給項目37 12/24 文字列

41 支給項目38 12/24 文字列

42 支給項目39 12/24 文字列

43 支給項目40 12/24 文字列

44 支給項目41 12/24 文字列

45 支給項目42 12/24 文字列

46 支給項目43 12/24 文字列

47 支給項目44 12/24 文字列

48 支給項目45 12/24 文字列

49 支給項目46 12/24 文字列

50 支給項目47 12/24 文字列

51 支給項目48 12/24 文字列

52 支給項目49 12/24 文字列

53 支給項目50 12/24 文字列

54 控除項目1 12/24 文字列

55 控除項目2 12/24 文字列

56 控除項目3 12/24 文字列

◆支給控除項目マスター　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

57 控除項目4 12/24 文字列

58 控除項目5 12/24 文字列

59 控除項目6 12/24 文字列

60 控除項目7 12/24 文字列

61 控除項目8 12/24 文字列

62 控除項目9 12/24 文字列

63 控除項目10 12/24 文字列

64 控除項目11 12/24 文字列

65 控除項目12 12/24 文字列

66 控除項目13 12/24 文字列

67 控除項目14 12/24 文字列

68 控除項目15 12/24 文字列

69 控除項目16 12/24 文字列

70 控除項目17 12/24 文字列

71 控除項目18 12/24 文字列

72 控除項目19 12/24 文字列

73 控除項目20 12/24 文字列

74 控除項目21 12/24 文字列

75 控除項目22 12/24 文字列

76 控除項目23 12/24 文字列

77 控除項目24 12/24 文字列

78 控除項目25 12/24 文字列

79 控除項目26 12/24 文字列

80 控除項目27 12/24 文字列

81 控除項目28 12/24 文字列

82 控除項目29 12/24 文字列

83 控除項目30 12/24 文字列

84 控除単価1 12/24 文字列

85 控除単価2 12/24 文字列

86 残業単価1 12/24 文字列

87 残業単価2 12/24 文字列

88 残業単価3 12/24 文字列

89 残業単価4 12/24 文字列

90 残業単価5 12/24 文字列

91 残業単価6 12/24 文字列

92 残業単価7 12/24 文字列

93 残業単価8 12/24 文字列

94 残業単価9 12/24 文字列

95 残業単価10 12/24 文字列

96 残業単価11 12/24 文字列

97 残業単価12 12/24 文字列

98 残業単価13 12/24 文字列

99 残業単価14 12/24 文字列

100 残業単価15 12/24 文字列

101 残業単価16 12/24 文字列

102 残業単価17 12/24 文字列

103 残業単価18 12/24 文字列

104 イ月給 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

105 ロ日給 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

106 ハ時間給 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

107
二出来高給(基本単
価)

142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

108 二出来高給(保障給) 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

109 ホその他 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

110 イ手当 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

111 ロ手当 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

112 ハ手当 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

113 二手当 142 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

0:基本給～50:支給項目50
(項目の区切りはﾊｲﾌﾝ(-))

114 イ手当名 6/12 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

115 ロ手当名 6/12 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

116 ハ手当名 6/12 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

117 二手当名 6/12 文字列
Ⅹ(Rev4.00)で追
加

「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='2' \"が出力されます。
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 5/10 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='1' \"が出力されます。

◆従業員区分　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆組合員区分　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆管理区分　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆採用区分　(version 1)

11



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 10/20 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='1' \"が出力されます。

◆国籍　(version 1)

12



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 5 文字列 ◎
2 名称 15/30 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 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='1' \"が出力されます。

◆出身地　(version 1)

13



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆入社経路　(version 1)

14



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 文字列
4 略称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆住居区分　(version 1)

15



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆婚姻区分　(version 1)

16



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 4/8 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='1' \"が出力されます。

◆続柄　(version 1)

17



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 4 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆職業　(version 1)

18



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 6/12 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='1' \"が出力されます。

◆発令区分　(version 1)

19



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆異動事由　(version 1)

20



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆給与改定事由　(version 1)

21



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆休職事由　(version 1)

22



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆退職事由　(version 1)

23



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 略称 10/20 文字列
5 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆勤務地　(version 1)

24



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 5/10 文字列
4 設立日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 廃止日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆役職　(version 1)

25



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 5/10 文字列
4 設立日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 廃止日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆職能資格　(version 1)

26



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 5/10 文字列
4 設立日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 廃止日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆職級　(version 1)

27



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 5/10 文字列
4 設立日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 廃止日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆職務　(version 1)

28



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 略称 5/10 文字列
4 設立日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 廃止日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆職種　(version 1)

29



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 4 文字列 ◎
2 名称 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 郵便番号 8 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)
5 住所１ 20/40 文字列
6 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
7 住所２ 20/40 文字列
8 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列

9 TEL 26 文字列

Ⅹで20桁→26桁
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、カッコ(())

10 FAX 26 文字列

Ⅹで20桁→26桁
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、カッコ(())

「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='1' \"が出力されます。

◆相手先会社　(version 1)

30



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 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='1' \"が出力されます。

◆教育・研修　(version 1)

31



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 8 文字列 ◎
2 名称 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式

「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='1' \"が出力されます。

◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　(version 1)

32



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 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='1' \"が出力されます。

◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ役割　(version 1)

33



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆賞罰　(version 1)

34



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 6/12 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='1' \"が出力されます。

◆学歴　(version 1)

35



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 5/10 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='1' \"が出力されます。

◆国公私立区分　(version 1)

36



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 5 文字列 ◎
2 名称 15/30 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列
4 略称 10/20 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='1' \"が出力されます。

◆学校　(version 1)

37



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 15/30 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 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='1' \"が出力されます。

◆学部　(version 1)

38



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 15/30 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 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='1' \"が出力されます。

◆学科　(version 1)

39



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 15/30 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 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='1' \"が出力されます。

◆専攻　(version 1)

40



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 4 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆一般業種　(version 1)

41



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆一般職種　(version 1)

42



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 4 文字列 ◎
2 名称 20/40 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 設定団体 20/40 文字列
5 資格手当 9 数字 0 -99999999～999999999

「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='1' \"が出力されます。

◆資格免許　(version 1)

43



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 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='1' \"が出力されます。

◆趣味　(version 1)

44



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 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='1' \"が出力されます。

◆特技　(version 1)

45



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 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='1' \"が出力されます。

◆語学　(version 1)

46



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 1 文字列 ◎
2 名称 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='1' \"が出力されます。

◆語学レベル　(version 1)

47



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 2 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆交通手段　(version 1)

48



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 5/10 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='1' \"が出力されます。

◆教育区分　(version 1)

49



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 入出力項目名 5/10 文字列 ◎

2 属性 1 数字

Ⅹで数字(1～8 →
0～7)を変更

Ⅹ(Rev3.00)で8:開
始日(基準日管理)
、9:終了日、
10:経過年月を追加

Ⅹ(Rev4.00)で11:
マスター参照(シス
テム定義)、12:開
始日を追加

○

0:マスター参照(ユーザー定
義)、1:日付(基準日管理)、2:
日付(年月日)、3:日付(年月)、
4:全角文字列、5:半角文字列、
6:金額、7:数字、8:開始日(基
準日管理)、9:終了日、10:経過
年月、11:マスター参照(システ
ム定義)、12:開始日

3 文字数 3 数字 ○

属性によって制限が異なる。
4:全角文字列 1～64、5:半角文
字列 1～128、6:金額 1～10、
7:数字           1～10、その
他の属性の場合は0

4 小数桁 1 数字 Ⅹで属性7を追加 ○
属性によって制限が異なる。
6:金額 0～2、7:数字 0～2、そ
の他の属性の場合は0

5 マスター種類 10/20 文字列

Ⅹで14桁→20桁

Ⅹ(Rev4.00)で項目
名を変更

○ マスター種類名を指定する。

「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='2' \"が出力されます。
項目名5をVer2から「ユーザー定義マスター」→「マスター種類」に変更していますが、
「項目名から自動判定する」での受入時はどちらの項目名でも受入可能とします。

◆ユーザー定義管理項目　(version 2)

50



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 コード 3 文字列 ◎
2 名称 10/20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 20 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='1' \"が出力されます。

◆ユーザー定義マスター　(version 1)

51



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名(姓) 10/20 文字列 Ⅹで40桁→20桁 ◎
3 氏名(名) 10/20 文字列 Ⅹで追加
4 ﾌﾘｶﾞﾅ(姓) 20 文字列 Ⅹで50桁→20桁
5 ﾌﾘｶﾞﾅ(名) 20 文字列 Ⅹで追加

6 性別 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(男) 1:男、2:女

7 生年月日 8 数字 YYYYMMDD形式

8 血液型 1 数字 0(未設定)
0:未設定、1:A、2:A(Rh-)、
3:B、4:B(Rh-)、5:O、6:O(Rh-
)、7:AB、8:AB(Rh-)

9 婚姻区分コード 1 文字列 マスターコード
10 婚姻日 8 数字 YYYYMMDD形式
11 旧姓 10/20 文字列
12 旧姓ﾌﾘｶﾞﾅ 20 文字列 Ⅹで40桁→20桁
13 社内氏名(姓) 10/20 文字列 Ⅹで追加
14 社内氏名(名) 10/20 文字列 Ⅹで追加
15 社内氏名ﾌﾘｶﾞﾅ(姓) 20 文字列 Ⅹで追加
16 社内氏名ﾌﾘｶﾞﾅ(名) 20 文字列 Ⅹで追加
17 世帯主 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:世帯主
18 国籍区分コード 3 文字列 マスターコード
19 出身地１コード 5 文字列 マスターコード
20 出身地２コード 5 文字列 マスターコード
21 出身地３コード 5 文字列 マスターコード

「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='1' \"が出力されます。

◆個人情報　(version 1)

52



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 入社日 8 数字 YYYYMMDD形式
4 本採用日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 退職日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 退職事由コード 2 文字列 マスターコード
7 採用区分コード 1 文字列 マスターコード

8 管理区分コード 1 文字列 マスターコード

9 組合区分コード 1 文字列 マスターコード
10 転勤可否 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:可能、2:不可能
11 入社経路コード 2 文字列 マスターコード
12 内線 26 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、カッコ(())
13 外線 26 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、カッコ(())
14 携帯 26 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、カッコ(())
15 メールアドレス１ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁 ｶﾅ以外
16 メールアドレス２ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁 ｶﾅ以外

17 メールアドレス３ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁 ｶﾅ以外

「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='2' \"が出力されます。

◆就労　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 発令区分コード 1 文字列 マスターコード
4 発令日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 異動事由コード 2 文字列 マスターコード
6 従業員区分コード 2 文字列 Ⅹで追加 マスターコード
7 異動辞令 1 数字 1(未発令) 1:未発令、2:発令済

8 所属部門コード 62 文字列
Ⅹで6桁×9項目→
62桁×1項目のﾊｲﾌ
ﾝ繋ぎ

マスターコード
階層(3～6桁×9。全階層で最大
桁数は一緒。階層の区切りはﾊｲ
ﾌﾝ(-))
半角英数ｶﾅ・スペース(文字間
のみ入力可能)

9 所属長区 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:所属長

10 主兼務 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(主務) 1:主務、2:兼務

11 兼務終了日 8 数字 YYYYMMDD形式
12 勤務地コード 3 文字列 マスターコード
13 役職コード 3 文字列 マスターコード
14 役員区 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:役員
15 職級コード 2 文字列 マスターコード
16 号俸 3 数字 Ⅹで追加 0～200
17 職能資格コード 2 文字列 マスターコード
18 職務コード 2 文字列 マスターコード
19 職種コード 2 文字列 マスターコード
20 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆異動・配属　(version 2)

54



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 配偶者 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(×) 1:×、2:○

4 氏名(姓) 10/20 文字列
5 氏名(名) 10/20 文字列 Ⅹで追加
6 ﾌﾘｶﾞﾅ(姓) 20 文字列

7 ﾌﾘｶﾞﾅ(名) 20 文字列 Ⅹで追加

8 性別 1 数字

Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

Ⅹ(Rev4.50)で0:
未設定を追加
初期値を(1(男)
→ 0:未設定)に変
更

0(未設定) 0:未設定、1:男、2:女

9 生年月日 8 数字 YYYYMMDD形式
10 続柄コード 2 文字列 マスターコード
11 同居 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:同居
12 職業コード 4 文字列 マスターコード
13 家族手当 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:対象、2:非対象

14 手当金額 7
数字
(－)

-999999～9999999

15 配偶者区分 1 数字 0(対象外)
0:対象外、1:一般配偶者、2:老
人配偶者

16 扶養区分 1 数字

Ⅹで5:16歳未満、
6:他の所得者が控
除、7:従たる給与
から控除を追加

0(対象外)

0:対象外、1: 般扶養親族、2:
特定扶養親族、3:老人扶養親族
(同居)、4:老人扶養親族(その
他)、5:16歳未満、6:他の所得
者が控除、7:従たる給与から控
除

17 障害者区分 1 数字
Ⅹで3:同居特別障
害者を追加

0(対象外)
0:対象外、1:一般障害者、2:特
定障害者、3:同居特別障害者

18 死亡年月日 8 文字列 YYYYMMDD形式
19 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆家族　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 入卒年月 6 数字 Ⅹで8桁→6桁 YYYYMM形式

4 入卒区分 1 数字
Ⅹで数字(0～4 →
1～5)を変更

1(入学)
1:入学、2:卒業、3:中退、4:転
入、5:転出

5 学歴区分コード 1 文字列 マスターコード
6 最終学歴 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:最終
7 国公私立区分コード 1 文字列 マスターコード

8 学校 15/30 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで5桁→30桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

9 学部 15/30 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで3桁→30桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

10 学科 15/30 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで3桁→30桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

11 専攻 15/30 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで3桁→30桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

12 備考 64/128 文字列 Ⅹで追加

「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='2' \"が出力されます。

◆学歴　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追加 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 休職区分 1 数字

Ⅹで数字(0～3 → 1
～4)を変更

Ⅹ(Rev4.10)で2:育
児休業、3:介護休業
に変更
Ⅹ(Rev4.10)で5:産
前産後休業を追加

1(休職)
1:休職、2:育児休業、3:介護休
業、4:その他、5:産前産後休業

4 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 復職予定日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 復職日 8 数字 YYYYMMDD形式
7 対象者 10/20 文字列

8 続柄コード 2 文字列 マスターコード

9 支給区分 1 数字
Ⅹで数字(0～1 → 1
～2)を変更

1(支給しない) 1:支給しない、2:支給する

10 休職事由コード 2 文字列 マスターコード

11 勤続加算 1 数字
Ⅹで数字(0～1 → 1
～2)を変更

1(加算しない) 1:加算しない、2:加算する

12 休職辞令 1 数字
Ⅹで数字(0～1 → 1
～2)を変更

1(未発令) 1:未発令、2:発令済

13 復職辞令 1 数字 Ⅹで追加 1(未発令) 1:未発令、2:発令済
14 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆休職　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式

4 給与改定事由コード 2 文字列 マスターコード

5 給与体系コード 3 文字列 Ⅹで追加 マスターコード
6 基本給 9 数字 -99999999～999999999
7 支給金額１ 9 数字 -99999999～999999999
8 支給金額２ 9 数字 -99999999～999999999
9 支給金額３ 9 数字 -99999999～999999999

10 支給金額４ 9 数字 -99999999～999999999
11 支給金額５ 9 数字 -99999999～999999999
12 支給金額６ 9 数字 -99999999～999999999
13 支給金額７ 9 数字 -99999999～999999999
14 支給金額８ 9 数字 -99999999～999999999
15 支給金額９ 9 数字 -99999999～999999999
16 支給金額１０ 9 数字 -99999999～999999999
17 支給金額１１ 9 数字 -99999999～999999999
18 支給金額１２ 9 数字 -99999999～999999999
19 支給金額１３ 9 数字 -99999999～999999999
20 支給金額１４ 9 数字 -99999999～999999999
21 支給金額１５ 9 数字 -99999999～999999999
22 支給金額１６ 9 数字 -99999999～999999999
23 支給金額１７ 9 数字 -99999999～999999999
24 支給金額１８ 9 数字 -99999999～999999999
25 支給金額１９ 9 数字 -99999999～999999999
26 支給金額２０ 9 数字 -99999999～999999999
27 支給金額２１ 9 数字 -99999999～999999999
28 支給金額２２ 9 数字 -99999999～999999999
29 支給金額２３ 9 数字 -99999999～999999999
30 支給金額２４ 9 数字 -99999999～999999999
31 支給金額２５ 9 数字 -99999999～999999999
32 支給金額２６ 9 数字 -99999999～999999999
33 支給金額２７ 9 数字 Ⅹで追加 -99999999～999999999
34 支給金額２８ 9 数字 Ⅹで追加 -99999999～999999999
35 支給金額２９ 9 数字 Ⅹで追加 -99999999～999999999
36 支給金額３０ 9

数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

37 支給金額３１ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

38 支給金額３２ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

39 支給金額３３ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

40 支給金額３４ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

41 支給金額３５ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

42 支給金額３６ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

43 支給金額３７ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

44 支給金額３８ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

45 支給金額３９ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

46 支給金額４０ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

47 支給金額４１ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

48 支給金額４２ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

49 支給金額４３ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

50 支給金額４４ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

51 支給金額４５ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

52 支給金額４６ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

53 支給金額４７ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

54 支給金額４８ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

55 支給金額４９ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

56 支給金額５０ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

57 控除金額１ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

58 控除金額２ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

59 控除金額３ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

60 控除金額４ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

61 控除金額５ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

◆給与　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
62 控除金額６ 9

数字
(－)

-99999999～999999999

63 控除金額７ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

64 控除金額８ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

65 控除金額９ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

66 控除金額１０ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

67 控除金額１１ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

68 控除金額１２ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

69 控除金額１３ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

70 控除金額１４ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

71 控除金額１５ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

72 控除金額１６ 9
数字
(－)

-99999999～999999999

73 控除金額１７ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

74 控除金額１８ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

75 控除金額１９ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

76 控除金額２０ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

77 控除金額２１ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

78 控除金額２２ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

79 控除金額２３ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

80 控除金額２４ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

81 控除金額２５ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

82 控除金額２６ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

83 控除金額２７ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

84 控除金額２８ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

85 控除金額２９ 9
数字
(－)

Ⅹで追加 -99999999～999999999

86 控除金額３０ 9 数字 Ⅹで追加 -99999999～999999999
87 控除単価１ 8 数字 -9999.99～99999.99
88 控除単価２ 8 数字 -9999.99～99999.99

89 残業単価１ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

90 残業単価２ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

91 残業単価３ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

92 残業単価４ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

93 残業単価５ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

94 残業単価６ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

95 残業単価７ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

96 残業単価８ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

97 残業単価９ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

98 残業単価１０ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

99 残業単価１１ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

100 残業単価１２ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

101 残業単価１３ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

102 残業単価１４ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

103 残業単価１５ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

104 残業単価１６ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

105 残業単価１７ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

106 残業単価１８ 10
数字
(－)

-999999.99～9999999.99

「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='2' \"が出力されます。
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追加 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 教育区分 1 数字

Ⅹで数字(0～3 → 1
～4)を変更

Ⅹ(Rev4.10)で5:未
使用を追加

1(教育)

1:教育、2:講習、3:研修、4:そ
の他、5:未使用

※教育区分コードが追加された
め使用されない項目になりまし
た。

4 教育区分コード 3 文字列 Ⅹ(Rev4.10)で追加 010(教育) マスターコード

5 教育名称 20/40 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで3桁→40桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

6 受講状態 1 数字 0(未設定)
0:未設定、1:受講中、2:修了、
3:中断

7 社外区分 1 数字
Ⅹで数字(0～1 → 1
～2)を変更

1(社外) 1:社外、2:社内

8 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
9 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式

10 備考 64/128 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='3' \"が出力されます。

◆教育　(version 3)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 世帯主 10/20 文字列
4 続柄コード 2 文字列 マスターコード
5 郵便番号 8 文字列 数字・ﾊｲﾌﾝ(-)
6 住所１ 20/40 文字列
7 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
8 住所２ 20/40 文字列
9 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列

10 TEL１ 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

11 TEL２ 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

12 FAX 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

「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='2' \"が出力されます。

◆緊急連絡先　(version 2)

61



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 外国語 10/20 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで2桁→20桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

4 語学レベル 20/40 文字列 Ⅹでコード→名称 直接入力の入出力項目なので文
5 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆語学情報　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 資格区分コード 4 文字列 マスターコード
4 認定番号 10/20 文字列

5 取得日 8 数字
Ⅹ(Rev4.10)で
YYYYMM形式に対応

YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式
会社基本情報の日付設定に従う

6 資格手当 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:有、2:無
7 有効期限 8 数字 YYYYMMDD形式
8 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆資格・免許　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追加 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 加入(健康保険) 1 数字
Ⅹで数字(0:加入、
1:未加入 → 0:
無、1:有)を変更

△ 0:無、1:有

4
健康保険証番号(健康
保険)

8 文字列
Ⅹで数字→半角英
数

半角英数

5
健康保険等級(健康保
険)

2 数字

6
介護保険対象区分(健
康保険)

1 数字
Ⅹで追加
Ⅹ(Rev4.10)で備考
の制限を変更

2(非対象)
1:対象、2:非対象
※介護保険の設定(健康保険)が
1:自動の場合は空文字で出力

7
介護保険の設定(健康
保険)

1 数字
Ⅹで追加
Ⅹ(Rev4.10)で備考
の制限を変更

1(自動) 1:自動、2:手動

8 資格取得日(健康保 8 数字 YYYYMMDD形式
9 資格喪失日(健康保 8 数字 YYYYMMDD形式

10 備考(健康保険) 64/128 文字列

11 加入(厚生年金保険) 1 数字
Ⅹで数字(0:加入、
1:未加入 → 0:
無、1:有)を変更

△
0:無、1:有

12
整理番号(厚生年金保
険)

8 文字列 半角数字

13
厚生年金等級(厚生年
金保険)

2 数字

14
基礎年金番号(厚生年
金保険)

11 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)

15
資格取得日(厚生年金
保険)

8 数字 YYYYMMDD形式

16
資格喪失日(厚生年金
保険)

8 数字 YYYYMMDD形式

17 備考(厚生年金保険) 64/128 文字列

18 加入(厚生年金基金) 1 数字
Ⅹで数字(0:加入、
1:未加入 → 0:
無、1:有)を変更

△ 0:無、1:有

19
加入員番号(厚生年金
基金)

11 文字列 半角英数

20
資格取得日(厚生年金
基金)

8 数字 YYYYMMDD形式

21 備考(厚生年金基金) 64/128 文字列

22
被保険者番号(雇用保
険)

13 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)

23 資格取得日(雇用保 8 数字 YYYYMMDD形式
24 資格喪失日(雇用保 8 数字 YYYYMMDD形式
25 備考(雇用保険) 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆社会保険　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 区分 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(趣味) 1:趣味、2:特技

4 内容 7/14 文字列 Ⅹでコード→名称 直接入力の入出力項目なので文
5 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆趣味・特技　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 転居年月日 8 数字 YYYYMMDD形式
4 住居区分コード 2 文字列 マスターコード
5 世帯主 10/20 文字列
6 続柄コード 2 文字列 マスターコード
7 郵便番号 8 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)
8 住所１ 20/40 文字列
9 住所２ 20/40 文字列

10 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
11 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列

12 TEL１ 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

13 TEL２ 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

14 FAX 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

15 メールアドレス１ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁
16 メールアドレス２ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁
17 メールアドレス３ 128 文字列 Ⅹで60桁→128桁

「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='2' \"が出力されます。

◆住所　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 出向派遣区分 1 数字 Ⅹで数字(0～2 → 1(出向) 1:出向、2:派遣、3:その他

4 元先区分 1 数字 0(未設定) 0:未設定、1:元、2:先

5 勤続加算 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(加算しない) 1:加算しない、2:加算する

6 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
7 終了予定日 8 数字 YYYYMMDD形式
8 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式
9 管理番号 20 文字列 半角数字

10 相手先会社コード 4 文字列 マスターコード
11 所属部門 20/40 文字列
12 役職 10/20 文字列
13 職種 10/20 文字列
14 職務 10/20 文字列
15 担当者 10/20 文字列

16 出向派遣辞令 1 数字
Ⅹで数字(0～1 →
1～2)を変更

1(未発令) 1:未発令、2:発令済

17 備考 128/256 文字列 Ⅹで255桁→256桁

「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='2' \"が出力されます。

◆出向・派遣　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 日付 8 数字 YYYYMMDD形式

4 賞罰内容 10/20 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで2桁→20桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

5 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式
7 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆賞罰　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎ 社員コード
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 入社年月 8 数字
Ⅹ(Rev4.10)で
YYYYMM形式に対応

YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式
会社基本情報の日付設定に従う

4 退社年月 8 数字
Ⅹ(Rev4.10)で
YYYYMM形式に対応

YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式
会社基本情報の日付設定に従う

5 退職理由コード 2 文字列 マスターコード
6 業種コード 4 文字列 マスターコード
7 会社名 20/40 文字列
8 職種コード 3 文字列 マスターコード
9 役職 5/10 文字列

10 郵便番号 8 文字列 数字・ﾊｲﾌﾝ(-)
11 会社住所１ 20/40 文字列
12 会社住所２ 20/40 文字列

13 TEL 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

14 FAX 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

15 最終給与月 2 数字 0(未設定)

0:未設定、1:1月、2:2月、3:3
月、4:4月、5:5月、6:6月、7:7
月、8:8月、9:9月、10:10月、
11:11月、12:12月

16 給与総額 8 数字 -9999999～99999999
17 徴収税額 8 数字 -9999999～99999999
18 社会保険料 8 数字 -9999999～99999999
19 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆職歴　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3
交通手段コード(通勤
１)

2 文字列 マスターコード

4 開始区間(通勤１) 10/20 文字列
5 終了区間(通勤１) 10/20 文字列
6 経由地１(通勤１) 10/20 文字列
7 経由地２(通勤１) 10/20 文字列
8 経由地３(通勤１) 10/20 文字列
9 経由地４(通勤１) 10/20 文字列

10
交通手段コード(通勤
２)

2 文字列 マスターコード

11 開始区間(通勤２) 10/20 文字列
12 終了区間(通勤２) 10/20 文字列
13 経由地１(通勤２) 10/20 文字列
14 経由地２(通勤２) 10/20 文字列
15 経由地３(通勤２) 10/20 文字列
16 経由地４(通勤２) 10/20 文字列

17
交通手段コード(通勤
３)

2 文字列 マスターコード

18 開始区間(通勤３) 10/20 文字列
19 終了区間(通勤３) 10/20 文字列
20 経由地１(通勤３) 10/20 文字列
21 経由地２(通勤３) 10/20 文字列
22 経由地３(通勤３) 10/20 文字列
23 経由地４(通勤３) 10/20 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='2' \"が出力されます。

◆通勤　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 プロジェクト名コー 8 文字列 マスターコード

4 プロジェクト役割 10/20 文字列
Ⅹでコード→名称
Ⅹで2桁→20桁

直接入力の入出力項目なので文
字列

5 開始日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 終了日 8 数字 YYYYMMDD形式
7 備考 64/128 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='2' \"が出力されます。

◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　(version 2)

71



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 身元保証日付 8 数字 YYYYMMDD形式
4 氏名(姓) 10/20 文字列
5 氏名(名) 10/20 文字列 Ⅹで追加
6 ﾌﾘｶﾞﾅ(姓) 20 文字列
7 ﾌﾘｶﾞﾅ(名) 20 文字列 Ⅹで追加
8 続柄コード 2 文字列 マスターコード

9 TEL 26 文字列
Ⅹで数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)→数字、ﾊｲﾌﾝ(-
)、ｶｯｺ(())

数字、ﾊｲﾌﾝ(-)、ｶｯｺ(())

10 郵便番号 8 文字列 数字、ﾊｲﾌﾝ(-)
11 住所１ 20/40 文字列
12 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
13 住所２ 20/40 文字列
14 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 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='2' \"が出力されます。

◆保証人　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎ 社員コード
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名
3 前回従業員区分コー 2 文字列 マスターコード
4 前回入社日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 前回退職日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 前回退職事由コード 2 文字列 マスターコード
7 備考 64/128 文字列

Rev4.00で追加

「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='2' \"が出力されます。

◆雇用履歴　(version 2)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 氏名 41 文字列 Ⅹ(Rev4.20)で追加 ※受入不可 姓＋半角スペース＋名

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃 属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列
128 文字列 〃 属性－5:半角文字列
13 数字 〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 Ⅹ(Rev3.00)で属性9 属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃 属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列
128 文字列 〃 属性－5:半角文字列
13 数字 〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 Ⅹ(Rev3.00)で属性9 属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃 属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列
128 文字列 〃 属性－5:半角文字列
13 数字 〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 Ⅹ(Rev3.00)で属性9 属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃 属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列
128 文字列 〃 属性－5:半角文字列
13 数字 〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 Ⅹ(Rev3.00)で属性9 属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

5 項目3

6 項目4

7 項目5

◆ユーザー定義管理項目　(version 2)

項目13

4 項目2
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
13

数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

8 項目6

9 項目7

10 項目8

11 項目9

12 項目10
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

12 項目10

13 項目11

14 項目12

15 項目13

16 項目14
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

3 文字列 Ⅹで属性項目を削除 属性－0:マスターコード

8 数字 〃
属性－1:日付(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字 〃
属性－2:日付(年月日)、YYYYMMDD形
式

17 項目15

18 項目16

19 項目17

20 項目18

21 項目19

77



項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
6 数字 〃 属性－3:日付(年月)、YYYYMM形式

64/128 文字列 〃 属性－4:全角文字列

128 文字列 〃 属性－5:半角文字列

13
数字
(－)

〃 属性－6:金額

13 数字 〃 属性－7:数値

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性8
を追加

属性－8:開始日(基準日管理)、
YYYYMMDD形式

8 数字
Ⅹ(Rev3.00)で属性9
を追加

属性－9:終了日(年月日)、YYYYMMDD
形式

「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='2' \"が出力されます。

Ⅹでは汎用データに属性列はありません。

表の項目1～20は項目ごとに属性が10パターン存在することを表しています。

転送チェック時に各項目の値が受入先のユーザー定義管理項目の各入出力項目の属性の制限に合っているかで判断します。

22 項目20
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課目的コード 3 文字列 ◎
2 考課目的名 12/24 文字列
3 備考 256/512 文字列 Ⅹで256桁→512桁

「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='1' \"が出力されます。
※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課目的　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課項目コード 3 文字列 ◎
2 考課項目名 12/24 文字列
3 備考 256/512 文字列 Ⅹで256桁→512桁

「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='1' \"が出力されます。
※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課項目　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課要素コード 3 文字列 ◎
2 考課要素名 12/24 文字列
3 備考 256/512 文字列 Ⅹで256桁→512桁

「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='1' \"が出力されます。
※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課要素　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課目的コード 3 文字列 ◎
2 考課パターンコード 3 文字列 Ⅹで追加 ◎
3 考課年月 6 数字 Ⅹで追加 ◎ YYYYMM形式

4 考課項目コード 3 文字列 ○
考課項目コード,考課要素コー
ドが共に空の行は最終評価を表
します

5 考課要素コード 3 文字列 ○
考課項目コード,考課要素コー
ドが共に空の行は最終評価を表
します

6 ウェイト 4 数字
Ⅹで考課項目に
ウェイトを追加

100
0 ～ 9999
※最終評価の場合は空白

7 評価方法 1 数字 ○ 0:絶対評価、1:相対評価

8 配分単位 1 数字 ○
0:人数、1:パーセント
※絶対評価の場合は0

9 範囲指定(絶対評価) 1 数字 ○
0:より大きい～以下、1:以上～
未満
※相対評価の場合は0

10 範囲指定(相対評価) 1 数字 ○
0:以内、1:未満
※絶対評価の場合は0

11 行位置 4 数字
Ⅹで1～1000 → 0
～1000

○

0 ～ 1000
※0は最終評価、考課項目、考
課要素の評価基準(ウェイト、
評価方法、配分単位)を表す行
になります

12 評価 2/4 文字列

13
開始値(絶対評価－よ
り大きい/以上)

7
数字
(－)

○
-999.99 ～ 9999.99
※相対評価の場合は0.00

14
終了値(絶対評価－以
下/未満)

7
数字
(－)

○
-999.99 ～ 9999.99
※相対評価の場合は0.00

15 順位(相対評価) 1 数字
Ⅹで数字(1～3 →
0～2)を変更

○
0:上位、1:下位、2:範囲外
※絶対評価の場合は0

16
範囲値(相対評価－以
内/未満)

7
数字
(－)

○

人数の場合： -999.99 ～
9999.99
パーセントの場合： 0.00～
100.00

「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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆評価基準テーブル　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課パターンコード 3 文字列 ◎
2 考課パターン名 20/40 文字列
3 備考 32/64 文字列

Ⅹで追加

「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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課パターン　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 考課表名 30/60 文字列 ◎
2 考課目的コード 3 文字列 ◎
3 考課パターンコード 3 文字列 ◎
4 考課年月 6 数字 ◎ YYYYMM形式
5 考課対象期間(開始) 8 数字 YYYYMMDDM形式
6 考課対象期間(終了) 8 数字 YYYYMMDD形式

7 考課項目コード 3 文字列 ○
考課項目コード,考課要素コー
ドが共に空の行は考課表を表し
ます

8 考課要素コード 3 文字列 ○
考課項目コード,考課要素コー
ドが共に空の行は考課表を表し
ます

Ⅹで追加

「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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆考課表　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 ◎
2 考課パターンコード 3 文字列 ◎

Ⅹで追加

「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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課パターン　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 考課目的コード 3 文字列 ◎
3 考課パターンコード 3 文字列 Ⅹで追加 ◎

4 考課年月 6 数字
ⅩでYYYYMMDD形式
→YYYYMM形式

◎ YYYYMM形式

5 考課項目コード 3 文字列 ◎
6 考課要素コード 3 文字列 ○ ※総合評価行の場合は空白
7 最終評価(点数) 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99
8 最終評価(評価) 2/4 文字列
9 自己評価(点数) 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99

10 自己評価(評価) 2/4 文字列
11 一次評価(点数) 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99
12 一次評価(評価) 2/4 文字列
13 二次評価(点数) 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99
14 二次評価(評価) 2/4 文字列
15 三次評価(点数) 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99
16 三次評価(評価) 2/4 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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課データ　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 考課目的コード 3 文字列 ◎
3 考課パターンコード 3 文字列 Ⅹで追加 ◎

4 考課年月 6 数字
ⅩでYYYYMMDD形式
→YYYYMM形式

◎ YYYYMM形式

5 活動実績 128/256 文字列
6 本人コメント 128/256 文字列
7 一次評価者コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 社員コード
8 一次コメント 128/256 文字列
9 二次評価者コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 社員コード

10 二次コメント 128/256 文字列
11 三次評価者コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 社員コード
12 三次コメント 128/256 文字列
13 最終評価者コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ○ 社員コード
14 最終コメント 128/256 文字列 ○
15 添付ファイル１ 128/256 文字列
16 添付ファイル２ 128/256 文字列 Ⅹで追加
17 添付ファイル３ 128/256 文字列 Ⅹで追加

「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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別考課コメントデータ　(version 1)
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項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 社員コード 13 文字列 Ⅹで10桁→13桁 ◎
2 考課目的 3 文字列 ◎ マスターコード
3 考課パターン 3 文字列 Ⅹで追加 ◎ マスターコード

4 考課年月 6 数字
ⅩでYYYYMMDD形式
→YYYYMM形式

◎ YYYYMM形式

5 最終評価点 7 数字 ○ -999.99 ～ 9999.99
6 最終評価値 2/4 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='1' \"が出力されます。

※『PCA人事X システムA』、『人事じまんX』では、使用できません。

◆社員別最終評価データ　(version 1)
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1行目
項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 会社コード 4 文字列 ◎
2 会社名 20/40 文字列 ◎
3 バージョン 3 数字 ◎
4 汎用データ作成日 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式

2行目
項番 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 社員コード 13 文字列 ◎
2 考課目的コード 3 文字列 ◎ 考課目的マスター
3 考課目的名 12/24 文字列 ◎
4 考課年月 6 数字 ◎ YYYYMM形式

5 点数 7 数字 ○

-999.99 ～ 9999.99
※人事Ⅹは点数未設定の入力が
可能だが汎用データには0.00と
して出力する

6 評価 2/4 文字列

Ⅹで追加

※給与シミュレーションデータは『PCA給与X』昇給・賞与シミュレーションのみで使用できます。

※2行目以降は繰り返して出力されます。

◆給与シミュレーション用データ
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項番 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 45／90 文字列 ※1
2 ユーザー名 25／50 文字列 ※1
3 ユーザー略称 3／6 文字列 ※1

4 ユーザーレベル 1 数字 0
0:一般ユーザー、1:システム管
理者

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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