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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12桁となっていますので、出力される範囲は、-99,999,999,999～
999,999,999,999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)

○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「会計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。

○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。
凡例

※(部門)："部門管理しない"または"損益科目のみ部門管理する かつ 損益科目以外"の場合は空になります。
※(部門_列非表示)：
　部門管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
　印刷指示条件で部門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 変更種類

2.02 会社口座

会社口座科目コード、会社口座科目名、会社口座補助コード、
会社口座補助名、支払手数料科目コード、支払手数料科目名、
支払手数料補助コード、支払手数料補助名、雑収入科目コー
ド、雑収入科目名、雑収入補助コード、雑収入補助名

追加

3.01 手形期日管理帳票 PCA会計８形式 新規
自動仕訳 借方税計算モード、貸方税計算モード、数字1、数字2 追加
予約伝票 借方税計算モード、貸方税計算モード、数字1、数字2 追加
伝票エラーメッセージ 新規
科目別税区分別集計表 新規
勘定科目など 税区分のアイテム追加。欄外(※１)を参照 データ追加
配賦パターン 配賦基準 データ追加

会社基本情報
伝票番号管理の備考に「4:年度別自動付番」、「5:部門別年度
別自動付番」を追加

データ追加

補助科目（名称一覧） 新規
電子記録債権期日管理帳票 新規
予算入力 予算区分の備考に「30:予算３０」まで追加 データ追加
予算入力（補助別） 新規

年次予算実績比較表
○○月度 (予算)、○○月度 (実績)、○○月度 (差異)、年間
(予算)、年間 (実績)、年間 (差異)

「桁数」の変更「変
更履歴」の追記

年次予算実績比較表（補助別） 新規

月次予算実績比較表 ○○月度 (予算)、○○月度 (実績)、○○月度 (差異)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記

月次予算実績比較表 累積(予算)、累積 (実績)、累積 (差異)
「項目名」「桁数」

の変更
「変更履歴」の追記

月次予算実績比較表（補助別） 新規

半期予算実績比較表 ○○月度 (実績)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記

半期予算実績比較表 合計 (予算)、合計 (実績)、合計 (差異)
「項目名」「桁数」

の変更
「変更履歴」の追記

半期予算実績比較表（補助別） 新規

前年比予算実績比較表
○○月度 (予算)、○○月度 (差異)、○○月度 (実績)、○○
月度 (前年実績)、○○月度 (前年差異)、年間 (予算)、年間
(差異)、年間 (実績)、年間 (前年実績)、年間 (前年差異)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

部門別予算実績比較表
○○月度 (予算)、○○月度 (実績)、○○月度 (差異)、年間
(予算)、年間 (実績)、年間 (差異)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

勘定科目、部門 簡易課税業種
データ追加
備考の変更

消費税集計表 事業区分
「項目名」の変更

データ追加

配賦パターン

配賦基準に「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)」を追加

データ追加

仕訳データ 入力プログラム区分に「13:ほのぼのNEXTデータ受入」を追加 データ追加
勘定科目など 税区分のアイテム追加。欄外(※２)を参照 データ追加
会社基本情報 法人番号 追加
部門別残高一覧表 新規
部門別月次推移表 新規
部門別比較財務諸表 新規

部門別予算実績比較表
「項目名」の変更
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
会社基本情報 仕訳締切仕訳区分 追加
実績計算項目 新規
部門配賦基準 新規

配賦パターン

配賦基準に「9:計算項目実績配賦(残高)」、「10:計算項目実
績配賦(発生)」、「11:計算項目実績配賦(残高)(金額を使用す
る)」、「12:計算項目実績配賦(発生)(金額を使用する)」、
「13:部門配賦基準選択」を追加

部門配賦基準コード、部門配賦基準名を追加

データ追加
追加

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

キャッシュ・フロー明細書 新規
資金繰実績明細書 新規

仕訳帳及び仕訳チェックリスト

管理仕訳区分に「6:管理会計仕訳６」、「7:管理会計仕訳
７」、「8:管理会計仕訳８」、「9:管理会計仕訳９」、「10:
管理会計仕訳１０」を追加
配賦元管理仕訳区分に「64:管理会計仕訳６」、「128:管理会
計仕訳７」、「256:管理会計仕訳８」、「512:管理会計仕訳
９」、「1024:管理会計仕訳１０」を追加

データ追加
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記

合計残高試算表 構成比
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

4.00

4.10

4.11

4.20

4.30
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現預金管理票 構成比
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

部門別一覧表

１部門目 (構成比)、２部門目 (構成比)、３部門目 (構成
比)、４部門目 (構成比)、５部門目 (構成比)、６部門目 (構
成比)、７部門目 (構成比)、８部門目 (構成比)、合計 (構成
比)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

摘要計算書 構成比
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

摘要一覧表

１摘要目 (構成比)、２摘要目 (構成比)、３摘要目 (構成
比)、４摘要目 (構成比)、５摘要目 (構成比)、６摘要目 (構
成比)、７摘要目 (構成比)、８摘要目 (構成比)、合計 (構成
比)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

月次推移表 ○○月度 (構成比)、合計 (構成比)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

部門別月次推移表 ○○月度 (構成比)、合計 (構成比)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

補助科目残高月次推移表 ○○月度 (構成比)、合計 (構成比)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

比較財務諸表

3期比較
前々年 (第***期　構成比)、前年 (第***期　構成比)、差額
(前々年：前年　増減比)、前年 (第***期　構成比)、当年 (第
***期　構成比)、差額 (前年：当年　増減比)
5期比較
４年前 (第***期　構成比)、３年前 (第***期　構成比)、前々
年 (第***期　構成比)、前年 (第***期　構成比)、当年 (第
***期　構成比)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

部門別比較財務諸表

3期比較
前々年 (第***期　構成比)、前年 (第***期　構成比)、差額
(前々年：前年　増減比)、前年 (第***期　構成比)、当年 (第
***期　構成比)、差額 (前年：当年　増減比)
5期比較
４年前 (第***期　構成比)、３年前 (第***期　構成比)、前々
年 (第***期　構成比)、前年 (第***期　構成比)、当年 (第
***期　構成比)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

経営分析表 対標準比
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

損益分岐点計算書

変動損益計算書
集計項目１ (構成比)、集計項目２ (構成比)、差額 (増減比)
指標
集計項目１、集計項目２

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

補助科目別ＡＢＣ分析 構成比、累積構成比 「備考」の変更

予算入力 上昇率
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

予算入力（補助別） 上昇率
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

年次予算実績比較表 ○○月度 (達成率)、年間 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

年次予算実績比較表（補助別） ○○月度 (達成率)、年間 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

月次予算実績比較表 ○○月度 (達成率)、累積 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

月次予算実績比較表（補助別） ○○月度 (達成率)、累積 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

半期予算実績比較表 合計 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

半期予算実績比較表（補助別） 合計 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

前年比予算実績比較表
○○月度 (達成率)、○○月度 (前年比)、年間 (達成率)、年
間 (前年比)

「桁数」の変更
「変更履歴」の追記

「備考」の変更

部門別予算実績比較表 ○○月度 (達成率)、年間 (達成率)
「桁数」の変更

「変更履歴」の追記
「備考」の変更

15 30 55 15

4.50
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(※２)「ｺ4 特定課税仕入8%（共通）」、「ｻ4 特定課税仕入の返還8%（共通）」、「ｽ4 課税売上対応特定課税仕入8%」、
　　　「ｾ4 課税売上対応特定課税仕入の返還8%」、「ﾀ4 非課税売上対応特定課税仕入8%」、
　　　「ﾁ4 非課税売上対応特定課税仕入の返還8%」、「ﾃ4 控除対象外課税仕入8%」、「ﾄ4 控除対象外課税仕入の返還8%」

(※１)「B4 課税売上8%」、「C4 課税売上返還8%」、「D4 課税貸倒れ8%」、「E4 課税貸倒れ回収8%」、
　　　「Q4 課税仕入8%（共通）」、「R4 課税仕入返還8%（共通）」、「S4 課税売上対応課税仕入8%」、
　　　「T4 課税売上対応課税仕入返還8%」、「U4 非課税売上対応課税仕入8%」、「V4 非課税売上対応課税仕入の返還8%」、
　　　「ｳ4 課税輸入仕入8%（共通）」、「ｴ4 課税輸入仕入の返還8%（共通）」、「ｵ4 課税売上対応課税輸入仕入8%」、
　　　「ｶ4 課税売上対応課税輸入仕入の返還8%」、「ｷ4 非課税売上対応課税輸入仕入8%」、
　　　「ｸ4 非課税売上対応課税輸入仕入の返還8%」
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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 会社コード 4 文字列
2 会社名 40／20 文字列
3 ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
4 期首日 8 数字 YYYYMMDD形式
5 期末日 8 数字 YYYYMMDD形式
6 決算期数 3 数字
7 使用する暦 1 数字 0:西暦、1:和暦

8 部門管理 1 数字
0:管理しない、1:全科目、2:損益
計算書科目

9 郵便番号 8 文字列 Ⅹで10桁→8桁 ※ 数字と「-」で8桁になります。
10 住所１ 40／20 文字列
11 住所２ 40／20 文字列
12 住所１ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列 Ⅹで追加
13 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列 Ⅹで追加
14 TEL 26 文字列 Ⅹで19桁→26桁
15 FAX 26 文字列 Ⅹで19桁→26桁
16 勘定科目コード桁数 2 数字 Ⅹで追加 3～10
17 勘定科目コード０詰め 1 数字 Ⅹで追加 0:0詰めしない、1:0詰めする
18 補助科目コード桁数 2 数字 Ⅹで追加 5～10
19 補助科目コード０詰め 1 数字 Ⅹで追加 0:0詰めしない、1:0詰めする
20 部門コード桁数 1 数字 3～6

21
部門グループコード桁
数

1 数字 Ⅹで追加 3～6

22 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)

23 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

24 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

25 伝票番号管理 1 数字

0:月別自動付番、1:部門別月別自
動付番、2:手入力、3:使用しな
い、4:年度別自動付番、5:部門別
年度別自動付番

26 重複伝票番号 1 数字 Ⅹで追加 0:許可しない、1:許可する

27 製造原価勘定 1 数字 0:使用しない、1:使用する

28 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。

29 自分入力仕訳 1 数字 0:承認できない、1:承認できる

30
承認階層１の承認権レ
ベル

1 数字 Ⅹで追加

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

31
承認階層２の承認権レ
ベル

1 数字 Ⅹで追加 同上

32
承認階層３の承認権レ
ベル

1 数字 Ⅹで追加 同上

33
承認階層４の承認権レ
ベル

1 数字 Ⅹで追加 同上

34 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

35 承認階層 1 数字 Ⅹで追加
1:承認階層４、2:承認階層３、3:
承認階層２、4:承認階層１

36 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

37 履歴を残さない日数 1 数字
38 法人番号 13 文字列 Ⅹ(Rev4.30)で追加

39 仕訳締切仕訳区分 2 数字 Ⅹ(Rev4.50)で追加

11:月初、21:月次、31:決算１、
32:決算２、33:決算３
仕訳締切日付を設定しない場合は
空になります。

「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='7' ¥"が出力されます。

◆会社基本情報　(version 7)
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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 ◎
2 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ◎
3 勘定科目名 14／7 文字列 ◎
4 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
5 勘定科目正式名 28／14 文字列 ◎
6 貸借区分 1 数字 ◎ 1:借方、2:貸方
7 借方税区分コード 2 文字列 ○ ※1
8 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
9 貸方税区分コード 2 文字列 ○ ※1

10 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
11 関連科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 スペース
12 関連科目名 14／7 文字列 Ⅹで追加 スペース
13 表示区分 1 数字 1(表示) 0:非表示、1:表示

14 消費税自動計算 1 数字 Ⅹで追加 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

15 消費税端数処理 1 数字 Ⅹで追加 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

16 固定費変動費区分 1 数字 ※1
0:対象外、1:固定費、2:変動費、
3:売上

17 固定費割合 6 数字 Ⅹで追加 0.00 0.00～100.00

18 簡易課税業種 1 数字
Rev4.11から「第六
種事業」を追加

1(第一種事業)
1:第一種事業、2:第二種事業、3:
第三種事業、4:第四種事業、5:第
五種事業、6:第六種事業

「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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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ◎
2 勘定科目名 14／7 文字列
3 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ◎
4 補助科目名 14／7 文字列 ◎
5 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
6 補助科目正式名 40／20 文字列 ◎
7 正式名ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列 スペース
8 借方税区分コード 2 文字列 ○ ※1
9 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加

10 貸方税区分コード 2 文字列 ○ ※1
11 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加

12 消費税自動計算 1 数字 Ⅹで追加 ※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

13 消費税端数処理 1 数字 Ⅹで追加 ※1
0:切り捨て、1:切り上げ、2:四捨
五入、9:指定なし

14 郵便番号 8 文字列 Ⅹで10桁→8桁 スペース ※ 数字と「-」で8桁になります。
15 住所１ 40／20 文字列 スペース
16 住所２ 40／20 文字列 Ⅹで追加 スペース
17 TEL 26 文字列 Ⅹで19桁→26桁 スペース
18 FAX 26 文字列 Ⅹで追加 スペース

19 振込先 1 数字 Ⅹで追加 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

20 締日 2 数字 0 0～99
21 支払日 2 数字 Ⅹで追加 0 0～99

「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 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 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
2 補助科目名 14／7 文字列
3 科目数 10 数字 Ⅹで6桁→10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='5' \"が出力されます。

◆補助科目（名称一覧）　(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 部門コード 6 文字列 ◎
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース

4 簡易課税業種 1 数字
Ⅹで追加
Rev4.11から「第六
種事業」を追加

1(第一種事業)
1:第一種事業、2:第二種事業、3:
第三種事業、4:第四種事業、5:第
五種事業、6:第六種事業

「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。

◆部門　(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 Ⅹで追加 ◎
0:科目、1:補助、2:部門、3:部門
別補助

2 部門コード 6 文字列 ○
3 部門名 30／15 文字列 Ⅹで8桁→30桁
4 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ◎
5 勘定科目名 14／7 文字列
6 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
7 補助科目名 14／7 文字列
8 借方金額 12 数字(－) ○
9 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 部門グループコード 7 文字列 Ⅹで4桁→7桁
2 部門グループ名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁
3 ｶﾅ索引 5 文字列

4
含まれる部門または部
門グループコード

7 文字列 Ⅹで6桁→7桁

5
含まれる部門または部
門グループ名

30／15 文字列 Ⅹで28桁→30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='5' \"が出力されます。

◆部門グループ　(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 摘要コード 4 文字列 ◎
2 摘要文 34／17 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
4 表示区分 1 数字 Ⅹで追加 1(表示) 0:非表示、1:表示
5 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁
6 借方科目名 14／7 文字列
7 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁
8 貸方科目名 14／7 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。

◆摘要文　(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 自動仕訳コード 4 文字列 ◎
2 自動仕訳名 34／17 文字列 ◎
3 カナ索引 5 文字列 スペース
4 借方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
5 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
6 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
7 借方科目名 14／7 文字列
8 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
9 借方補助名 14／7 文字列

10 借方税区分コード 2 文字列 ○
11 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
12 借方金額 12 数字(－) ○
13 貸方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
14 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
15 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
18 貸方補助名 14／7 文字列
19 貸方税区分コード 2 文字列 ○
20 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
21 貸方金額 12 数字(－) ○
22 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁 スペース

23 借方税計算モード 1 数字 Ⅹ(Rev4.00)で追加
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

24 貸方税計算モード 1 数字 Ⅹ(Rev4.00)で追加
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

25 数字1 6 文字列 Ⅹ(Rev4.00)で追加
26 数字2 23 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='6' \"が出力されます。

◆自動仕訳　(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 予約伝票コード 4 文字列 ◎
2 予約伝票名 34／17 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
4 予約種別 1 数字 ◎ 1:毎月、2:毎週、3:毎日、4:一回

5 予約月 4 数字 Ⅹで追加 ○

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

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

7 予約日にち 2 数字 Ⅹで追加 ○

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

8 予約曜日 3 数字 Ⅹで追加 ○

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

9 予約日 8 数字 マシンデイト YYYYMMDD形式
10 総回数 3 数字 ○
11 残り回数 3 数字 ○
12 通知ユーザー１ 90 文字列 Ⅹで32桁→90桁 スペース
13 通知ユーザー２ 90 文字列 Ⅹで32桁→90桁 スペース
14 通知ユーザー３ 90 文字列 Ⅹで32桁→90桁 スペース
15 通知ユーザー４ 90 文字列 Ⅹで32桁→90桁 スペース
16 通知ユーザー５ 90 文字列 Ⅹで32桁→90桁 スペース
17 借方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
18 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
19 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
20 借方科目名 14／7 文字列
21 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
22 借方補助名 14／7 文字列
23 借方税区分コード 2 文字列 ○
24 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
25 借方金額 12 数字(－) ○
26 貸方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
27 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
28 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
29 貸方科目名 14／7 文字列
30 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
31 貸方補助名 14／7 文字列
32 貸方税区分コード 2 文字列 ○
33 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
34 貸方金額 12 数字(－) ○
35 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁 スペース

36 借方税計算モード 1 数字 Ⅹ(Rev4.00)で追加
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

37 貸方税計算モード 1 数字 Ⅹ(Rev4.00)で追加
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

38 数字1 6 文字列 Ⅹ(Rev4.00)で追加
38 数字2 23 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='6' \"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。

◆予約伝票　(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 実績計算項目コード 4 文字列 ◎
2 実績計算項目名 34／17 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
4 符号 1 数字 ◎ 0:加算、1:減算
5 勘定科目コード 10 文字列 ◎
6 勘定科目名 14／7 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。

◆実績計算項目　(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 部門配賦基準コード 4 文字列 ◎
2 部門配賦基準名 34／17 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース

4 配賦基準 2 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)、9:計
算項目実績配賦(残高)、10:計算項
目実績配賦(発生)、11:計算項目実
績配賦(残高)(金額を使用する)、
12:計算項目実績配賦(発生)(金額
を使用する)

5 実績配賦科目コード 10 文字列 ○

配賦基準は「0:配賦率入力」の場
合、空になります。
配賦基準が「1:科目実績配賦(残
高)」「3:科目実績配賦(発生)」
「5: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)」の場合、科
目コードが設定されます。
配賦基準が「2: 集計科目実績配賦
(残高)」「4:集計科目実績配賦(発
生)」「6:集計科目実績配賦(残
高)(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)」の場合、空になります。
配賦基準が「9: 計算項目実績配賦
(残高)」「10: 計算項目実績配賦
(発生)」「11: 計算項目実績配賦
(残高)(金額を使用する)」「12:
計算項目実績配賦(発生)(金額を使
用する)」の場合、実績計算項目
コードが設定されます。

6 実績配賦科目名 34／17 文字列

配賦基準は「0:配賦率入力」の場
合、空になります。
配賦基準が「1:科目実績配賦(残
高)」「3:科目実績配賦(発生)」
「5: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)」の場合、科
目名が設定されます。
配賦基準が「2: 集計科目実績配賦
(残高)」「4:集計科目実績配賦(発
生)」「6:集計科目実績配賦(残
高)(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)」の場合、集計項目名が設定さ
れます。
配賦基準が「9: 計算項目実績配賦
(残高)」「10: 計算項目実績配賦
(発生)」「11: 計算項目実績配賦
(残高)(金額を使用する)」「12:
計算項目実績配賦(発生)(金額を使
用する)」の場合、実績計算項目名
が設定されます。

7
実績配賦集計科目帳票
区分

1 数字 ○

0:貸借対照表、1:損益計算書、2:
当期製造原価
配賦基準が科目実績配賦、または
集計科目実績配賦でない場合は、
空になります。

8
実績配賦集計科目グ
ループ

17 数字 ○
配賦基準が集計科目実績配賦でな
い場合は、空になります。

9 配賦先部門コード 6 文字列 ◎
10 配賦先部門名 30／15 文字列

11 配賦比率 15 数字 ○
配賦基準は「0:配賦率入力」以外
の場合、空になります。

「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。

◆部門配賦基準　(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 ◎
2 配賦パターン名 40／20 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列 スペース
4 配賦選択 1 数字 ◎ 0:部門配賦、1:自由配賦

5 配賦基準 2 数字
Rev4.50から2桁に変
更

◎

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)、9: 計
算項目実績配賦(残高)、10: 計算
項目実績配賦(発生)、11: 計算項
目実績配賦(残高)(金額を使用す
る)、12: 計算項目実績配賦(発
生)(金額を使用する)、13: 部門配
賦基準選択

6 実績配賦科目コード 10 文字列 ○

配賦基準が「0: 配賦率入力」の場
合、空で出力されます。
配賦基準が「1: 科目実績配賦(残
高)」「3: 科目実績配賦(発生)」
「5: 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)」の場合、科
目コードが設定されます。
配賦基準が「2: 集計科目実績配賦
(残高)」「4: 集計科目実績配賦
(発生)」「6: 集計科目実績配賦
(残高)(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)」の場合、空になります。
配賦基準が「9: 計算項目実績配賦
(残高)」「10: 計算項目実績配賦
(発生)」「11: 計算項目実績配賦
(残高)(金額を使用する)」「12:
計算項目実績配賦(発生)(金額を使
用する)」の場合、実績計算項目
コードが設定されます。
配賦基準が「13:部門配賦基準選
択」の場合、空になります。

7 実績配賦科目名 34／17 文字列
Rev4.50から34/17桁
に変更

配賦基準が「0: 配賦率入力」の場
合、空になります。
配賦基準が「1: 科目実績配賦(残
高)」「3: 科目実績配賦(発生)」
「5: 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)」の場合、科
目名が設定されます。
配賦基準が「2: 集計科目実績配賦
(残高)」「4: 集計科目実績配賦
(発生)」「6: 集計科目実績配賦
(残高)(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)」の場合、集計項目名が設定
されます。
配賦基準が「9: 計算項目実績配賦
(残高)」「10: 計算項目実績配賦
(発生)」「11: 計算項目実績配賦
(残高)(金額を使用する)」「12:
計算項目実績配賦(発生)(金額を使
用する)」の場合、実績計算項目名
が設定されます。
配賦基準が「13:部門配賦基準選
択」の場合、空になります。

8
実績配賦集計科目帳票
区分

1 数字 ○

0:貸借対照表、1:損益計算書、2:
当期製造原価
配賦基準が科目実績配賦、または
集計科目実績配賦でない場合は、
空になります。

9
実績配賦集計科目グ
ループ

17 数字 ○
配賦基準が集計科目実績配賦でな
い場合は、空になります。

◆配賦パターン　(version 6)

17



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
10 配賦元部門コード 6 文字列 ○ ※1
11 配賦元部門名 30／15 文字列 ※1
12 配賦元科目コード 10 文字列 ◎
13 配賦元科目名 14／7 文字列
14 配賦元補助コード 10 文字列 ○
15 配賦元補助名 14／7 文字列
16 配賦先部門コード 6 文字列 ○ ※1 ※2
17 配賦先部門名 30／15 文字列 ※1 ※2
18 配賦先科目コード 10 文字列 ◎ ※2
19 配賦先科目名 14／7 文字列 ※2
20 配賦先補助コード 10 文字列 ○ ※2
21 配賦先補助名 14／7 文字列 ※2

22 配賦比率 15 数字 ○
配賦基準が「0: 配賦率入力」以外
の場合、空になります。

23 部門配賦基準コード 4 文字列 ○ ※3
24 部門配賦基準名 34／17 文字列 ※3

「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 "部門管理しない"場合は空になります。また、部門管理が "損益計算書科目" で、配賦元科目が貸借対照表科目の場合は空になり
※2 配賦基準が「13:部門配賦基準選択」の場合、空になります。
※3 配賦基準が「13:部門配賦基準選択」以外の場合、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
伝票エラーメッセージ
コード

4 文字列 ◎

2
伝票エラーメッセージ
名

34／17 文字列 ◎

3 ｶﾅ索引 5 文字列
4 使用区分 1 数字 1 0:使用しない、1:使用する
5 借方科目コード 10 文字列 ○
6 借方科目名 14／7 文字列
7 貸方科目コード 10 文字列 ○
8 貸方科目名 14／7 文字列

9 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 会社口座コード 2 文字列 ◎
2 会社口座名 40／20 文字列 ◎
3 金融機関コード 4 文字列 ◎
4 金融機関名 20／10 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 24／12 文字列
8 支店名ﾌﾘｶﾞﾅ 15 文字列
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 ◎
11 委託番号 10 文字列 スペース
12 委託者名 40／20 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

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

◆会社口座　(version 5, 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
40 会社口座科目コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
41 会社口座科目名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
42 会社口座補助コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
43 会社口座補助名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
44 支払手数料科目コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
45 支払手数料科目名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
46 支払手数料補助コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
47 支払手数料補助名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1
48 雑収入科目コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1 ※2
49 雑収入科目名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1 ※2
50 雑収入補助コード 10 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1 ※2
51 雑収入補助名 14/7 文字列 Ⅹ(Rev2.02)で追加 ※1 ※2

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けて
 「1:会社口座関連科目を出力する」を選択したときは"\text version='6' \"、
 「2:会社口座関連科目を出力しない」を選択したときは"\text version='5' \"、
 が出力されます。
※1 「汎用データフォーマット」で「1:会社口座関連科目を出力する」を選択したときに出力されます。
※2 Rev4.00から使用します。
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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 補助科目コード 10 文字列 ◎
2 補助科目名 14／7 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 40／20 文字列
5 ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列
6 会社口座コード 2 文字列 ◎
7 会社口座名 40／20 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。

9 金融機関名 20／10 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。
11 支店名 24／12 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。

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)
振込データで出力します。
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
19 顧客コード２ 10 文字列 スペース
20 EDI情報 20 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。

◆振込先　(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 伝票日付 8 数字 ◎ YYYYMMDD形式

2 伝票番号 5 数字 ◎
1～99999
※1

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

4 管理仕訳区分 2 数字
Rev4.50から2桁に変
更

0(財務)

0：財務、1：管理会計仕訳１、2：管理
会計仕訳２、3：管理会計仕訳３、4：管
理会計仕訳４、5：管理会計仕訳５、6:
管理会計仕訳６、7:管理会計仕訳７、
8:管理会計仕訳８、9:管理会計仕訳
９、10:管理会計仕訳１０

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

6 借方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
7 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
8 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
9 借方科目名 14／7 文字列

10 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
11 借方補助名 14／7 文字列
12 借方税区分コード 2 文字列 ○
13 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
14 借方金額 12 数字(－) ○ ※2
15 借方消費税額 11 数字(－) ○ ※3

16 貸方税計算モード 1 数字 Ⅹで追加 ※6
0：税計算しない、1：内税自動計算、
2：外税自動計算

17 貸方部門コード 6 文字列 ○ ※(部門)
18 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門)
19 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○
20 貸方科目名 14／7 文字列
21 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○
22 貸方補助名 14／7 文字列
23 貸方税区分コード 2 文字列 ○
24 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
25 貸方金額 12 数字(－) ○ ※2
26 貸方消費税額 11 数字(－) ○ ※3
27 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁 スペース
28 数字１ 6 文字列 スペース
29 数字２ 23 文字列 スペース

30 入力プログラム区分 2 数字
Ⅹで文字列8桁→数
字2桁

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、5：帳簿入
力、6：高速入力、7：取引合計入力、
8：配賦入力、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 ※5

31 配賦元税計算 1 数字
※4
0：税抜集計、1：税込集計

32 配賦元集計方法 1 数字 Ⅹで追加
※4
0：発生、1：累計

33 配賦元集計開始日付 8 数字
※4
YYYYMMDD形式

34 配賦元集計終了日付 8 数字
※4
YYYYMMDD形式

35 配賦元管理仕訳区分 4 数字
Rev4.50から4桁に変
更

※4
0：指定なし、1：財務、2：管理会計仕
訳１、4：管理会計仕訳２、8：管理会計
仕訳３、16：管理会計仕訳４、32：管理
会計仕訳５、64:管理会計仕訳６、128:
管理会計仕訳７、256:管理会計仕訳
８、512:管理会計仕訳９、1024:管理会
計仕訳１０

36 配賦元部門コード 6 文字列 ※4
37 配賦元部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※4
38 配賦元科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ※4
39 配賦元科目名 14／7 文字列 Ⅹで追加 ※4
40 配賦元補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ※4
41 配賦元補助名 14／7 文字列 Ⅹで追加 ※4
42 配賦元金額 12 数字(－) ※4

「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 配賦入力以外の場合は、明細行は空になります。

◆仕訳データ　(version 5)

23



※5 「入出金データ受入」はRev2.02から追加されました。Rev2.01以前で受け入れることはできません。
　 　「銀行振込依頼書」はRev4.00から追加されました。Rev3.01以前で受け入れることはできません。
　 　「ほのぼのNEXTデータ受入」はRev4.20から追加されました。Rev3.01以前で受け入れることはできません。
※6 補助科目の消費税自動計算、勘定科目の消費税自動計算、会社基本情報の消費税自動計算。
 　 ①補助科目が設定されていて、かつ補助科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→補助科目の消費税自動計算
 　 ②①に該当しない、かつ勘定科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→勘定科目の消費税自動計算
 　 ③①、②に該当しない→会社基本情報の消費税自動計算

※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。
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会計Ⅹ PCA会計８形式
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 Ver 6 文字列 #2が出力されます。
2 伝票日付 8 数字 ◎ 西暦日付
3 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999

4 計算区分 1 数字 ※2
自動税計算区分。 0:税計算なし、1:内
税自動計算、2:外税自動計算

5 仕訳区分 1 数字 1(月次)
1:月次、2:決算1、3:決算2、4:決算3・月
初

6 管理会計仕訳区分 1 数字 0(通常仕訳)

0:通常仕訳、1:管理会計仕訳、2:
管理会計仕訳2、3:管理会計仕訳
3、4:管理会計仕訳4、5:管理会計
仕訳5

7 借方部門ｺｰﾄﾞ 6 文字列 ○ 部門コード 3～6桁。※1
8 借方科目ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○ 勘定科目コード 1～10桁
9 借方科目名 14／7 文字列 受入時は不要

10 借方補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○ 補助科目コード 1～10桁
11 借方補助名 14／7 文字列 受入時は不要
12 借方税区分 2 文字列 ○ 税区分 2桁
13 借方金額 12 数字(－) ○
14 借方消費税額 11 数字(－) ○
15 貸方部門ｺｰﾄﾞ 6 文字列 ○ 部門コード 3～6桁。※1
16 貸方科目ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○ 勘定科目コード 1～10桁
17 貸方科目名 14／7 文字列 受入時は不要
18 貸方補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○ 補助科目コード 1～10桁
19 貸方補助名 14／7 文字列 受入時は不要
20 貸方税区分 2 文字列 ○ 税区分 2桁
21 貸方金額 12 数字(－) ○
22 貸方消費税額 11 数字(－) ○
23 数字1 6 文字列 スペース
24 数字2 23 文字列 スペース
25 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁 スペース

26 入力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ区分 8 文字列 KOKUYO

KOKUYO:コクヨ式・高速入力・入出金
データ受入・銀行振込依頼書・ほのぼ
のNEXTデータ受入・その他、
RENSOU:連想摘要、GENKIN:現金出
納帳入力、YOKIN:預金通帳入力、
TYOUBO:帳簿入力、SISAN:取引合計
入力、HAIFU:部門配賦入力、
HANYOU:仕訳データの受入、KYUYO:
給与データ受入

27 配賦税計算ﾓｰﾄﾞ 1 数字 0:税抜、1:税込
28 配賦元集計開始日 8 数字 西暦日付
29 配賦元集計終了日 8 数字 西暦日付
30 配賦基準番号 2 数字 「0:使用しない」固定で出力します。
31 配賦元部門ｺｰﾄﾞ 6 文字列 部門コード 3～6桁。※1
32 配賦元科目ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 勘定科目コード 1～10桁
33 配賦元補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 補助科目コード 1～10桁
34 配賦元金額 12 数字(－)

※1 "部門管理しない"または"損益科目のみ部門管理する かつ 損益科目以外"場合は空になります。
※2 初期値は以下のようになります。
 　 ①補助科目が設定されていて、かつ補助科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→補助科目の消費税自動計算
 　 ②①に該当しない、かつ勘定科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→勘定科目の消費税自動計算
 　 ③①、②に該当しない→会社基本情報の消費税自動計算
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会計Ⅹ PCA会計2000形式
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 伝票日付 8 数字 ◎ 西暦日付
2 伝票番号 5 数字 ◎ 1～99999

3 計算区分 1 数字 ※2
自動税計算区分。 0:税計算なし、1:内
税自動計算、2:外税自動計算

4 借方部門ｺｰﾄﾞ 6 文字列 ○ 部門コード 3～6桁。※1
5 借方科目ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○ 勘定科目コード 1～10桁
6 借方科目名 14／7 文字列 受入時は不要
7 借方補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○ 補助科目コード 1～10桁
8 借方補助名 14／7 文字列 受入時は不要
9 借方税区分 2 文字列 ○ 税区分 2桁

10 借方金額 12 数字(－) Ⅹで11桁→12桁 ○
11 借方消費税額 11 数字(－) Ⅹで10桁→11桁 ○
12 貸方部門ｺｰﾄﾞ 6 文字列 ○ 部門コード 3～6桁。※1
13 貸方科目ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○ 勘定科目コード 1～10桁
14 貸方科目名 14／7 文字列 受入時は不要
15 貸方補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ○ 補助科目コード 1～10桁
16 貸方補助名 14／7 文字列 受入時は不要
17 貸方税区分 2 文字列 ○ 税区分 2桁
18 貸方金額 12 数字(－) Ⅹで11桁→12桁 ○
19 貸方消費税額 11 数字(－) Ⅹで10桁→11桁 ○
20 数字1 6 文字列 スペース
21 数字2 23 文字列 スペース
22 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁 スペース

※1 "部門管理しない"または"損益科目のみ部門管理する かつ 損益科目以外"場合は空になります。
※2 初期値は以下のようになります。
 　 ①補助科目が設定されていて、かつ補助科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→補助科目の消費税自動計算
 　 ②①に該当しない、かつ勘定科目の消費税自動計算が"指定なし"以外→勘定科目の消費税自動計算
 　 ③①、②に該当しない→会社基本情報の消費税自動計算
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁

3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
部門間振替行・合計行の場合は、
空になります。

4 勘定科目名 14／7 文字列
部門間振替行の場合は「部門間振
替」
固定合計行の場合は「合計」固定

5 前残 12 数字
6 借方金額 12 数字
7 貸方金額 12 数字
8 残高 12 数字

◆日計表
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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
【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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 印刷指示 部門名 30／15 文字列 Ⅹで8桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 印刷指示 科目コード 10 文字列 Ⅹで8桁→10桁
4 印刷指示 科目名 14／7 文字列
5 未使用 － －
6 未使用 － －
7 未使用 － －
8 未使用 － －
9 未使用 － －

10 未使用 － － ※1
11 未使用 － －
12 未使用 － －
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 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 自分部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示) ※3
2 自分部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示) ※3
3 自分科目コード 10 文字列 Ⅹで追加 ※3
4 自分科目名 14／7 文字列 Ⅹで追加 ※3
5 自分補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ※3
6 自分補助名 14／7 文字列 ※3
7 自分税区分コード 2 文字列 ※3
8 自分税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加 ※3
9 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式　※3

10 伝票番号 5 数字 Ⅹで14桁→5桁 1～99999 ※1 ※3
11 相手部門コード 6 文字列 ※2
12 相手部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
13 相手科目コード 10 文字列 Ⅹで8桁→10桁
14 相手科目名 14／7 文字列
15 相手補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
16 相手補助名 14／7 文字列
17 相手税区分コード 2 文字列 Ⅹで追加
18 相手税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
19 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁
20 数字１ 6 文字列
21 数字２ 23 文字列
22 借方金額 12 数字 ※3
23 借方税額 11 数字 ※3
24 貸方金額 12 数字 ※3
25 貸方税額 11 数字 ※3
26 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。

※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

◆総勘定元帳等

※2 部門管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
 　 部門管理が損益科目のみ、かつ相手科目が損益科目以外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。
自分部門を出力する、自分補助を出力する、税区分を出力する、参考金額の出力設定
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【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 部門コード 7 文字列 Ⅹで12桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 印刷指示 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)

3
印刷指示 勘定科目コー
ド

10 文字列 Ⅹで8桁→10桁

4 印刷指示 勘定科目名 14／7 文字列
5 未使用 － －
6 未使用 － －
7 未使用 － －
8 未使用 － －
9 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 部門コード 7 文字列 Ⅹで8桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで12桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで8桁→10桁
4 勘定科目名 14／7 文字列 Ⅹで24桁→14桁

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

6 摘要 24 文字列
7 借方金額 12 数字
8 貸方金額 12 数字
9 残高 12 数字

◆合計元帳
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
4 勘定科目名 14／7 文字列

5 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

6 補助科目名 18／9 文字列 ※1
7 前残 12 数字
8 借方金額 12 数字
9 貸方金額 12 数字

10 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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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 勘定科目コード 10 文字列
2 勘定科目名 14／7 文字列

3
部門(部門グループ)
コード

7 文字列 ※1 ※3

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※2 ※4
5 前残 12 数字
6 借方金額 12 数字
7 貸方金額 12 数字
8 残高 12 数字

※1 部門集計方法が「部門」の場合は、部門コード、「部門グループ」の場合は、部門グループコードを出力します。
部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。

※2 部門集計方法が「部門」の場合は、部門名、「部門グループ」の場合は、部門グループ名を出力します。
部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。

※3 合計行・差額行の場合は、空になります。
※4 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

◆部門別残高一覧表
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 ※1
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
5 前残 12 数字
6 借方金額 12 数字
7 貸方金額 12 数字
8 残高 12 数字

9 構成比 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

※1 部門間振替行・集計行の場合は、空になります。
※2 部門間振替行の場合は、「部門間振替」固定。集計行の場合は、集計科目名を出力します。

◆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 部門コード 7 文字列 Ⅹで14桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで12桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 合計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 14／7 文字列 Ⅹで28桁→14桁 ※1
5 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
6 補助科目名 14／7 文字列
7 前残 12 数字
8 入金 12 数字
9 出金 12 数字

10 残高 12 数字

11 構成比 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

※1 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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【受取手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 満期日 8 数字 Ⅹで10桁→8桁 YYYYMMDD形式
2 手形番号 23 文字列
3 取引先 14／7 文字列
4 金額 12 数字
5 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【支払手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 満期日 8 数字 Ⅹで10桁→8桁 YYYYMMDD形式
2 手形番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 銀行名 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【割引手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 銀行名 14／7 文字列
2 満期日 8 数字 Ⅹで10桁→8桁 YYYYMMDD形式
3 手形番号 23 文字列
4 取引先 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【裏書手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 満期日 8 数字 Ⅹで10桁→8桁 YYYYMMDD形式
2 手形番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 発行事由 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

◆手形期日管理帳票
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PCA会計８形式
【受取手形】

順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 満期日 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
2 手形番号 23 文字列
3 伝票日付 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
4 取引先 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【支払手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 満期日 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
2 手形番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 伝票日付 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
5 銀行名 14／7 文字列
6 金額 12 数字
7 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【割引手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 銀行名 14／7 文字列
2 伝票日付 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
3 満期日 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
4 手形番号 23 文字列
5 取引先 14／7 文字列
6 金額 12 数字
7 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁

【裏書手形】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 満期日 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
2 手形番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 伝票日付 10 文字列 西暦日付（例：2013/4/1）
5 発行事由 14／7 文字列
6 金額 12 数字
7 摘要 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁
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【電子記録債権】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 支払期日 8 数字 YYYYMMDD形式
2 記録番号 23 文字列
3 取引先 14／7 文字列
4 金額 12 数字
5 摘要 256 文字列

【電子記録債務】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 支払期日 8 数字 YYYYMMDD形式
2 記録番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 銀行名 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列

【割引電子記録債権】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 銀行名 14／7 文字列
2 支払期日 8 数字 YYYYMMDD形式
3 記録番号 23 文字列
4 取引先 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列

【裏書電子記録債権】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 支払期日 8 数字 YYYYMMDD形式
2 記録番号 23 文字列
3 支払先 14／7 文字列
4 譲渡事由 14／7 文字列
5 金額 12 数字
6 摘要 256 文字列

◆電子記録債権期日管理帳票
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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 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
2 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
3 借方部門コード 6 文字列 ※2
4 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
5 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで8桁→10桁
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
8 借方補助名 14／7 文字列
9 借方税区分コード 2 文字列

10 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
11 借方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁
12 借方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁
13 貸方部門コード 6 文字列 Ⅹで4桁→6桁 ※2
14 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
18 貸方補助名 14／7 文字列
19 貸方税区分コード 2 文字列
20 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
21 貸方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁
22 貸方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁
23 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁
23 数字1 6 文字列
24 数字2 23 文字列

※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)
※2 部門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)

◆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 部門コード 7 文字列 Ⅹで14桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで12桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 合計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 14／7 文字列 合計行の場合は、「合計」固定
5 前残 12 数字
6 借方金額 12 数字
7 貸方金額 12 数字
8 残高 12 数字

◆スタンプ集計表
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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 ページ 3 数字 Ⅹで追加
2 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
3 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
4 １部門目 (金額) 12 数字 ※1

5 １部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

6 ２部門目 (金額) 12 数字 ※1

7 ２部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

8 ３部門目 (金額) 12 数字 ※1

9 ３部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

10 ４部門目 (金額) 12 数字 ※1

11 ４部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

12 ５部門目 (金額) 12 数字 ※1 ※2

13 ５部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※5

14 ６部門目 (金額) 12 数字 ※1 ※2

15 ６部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※5

16 ７部門目 (金額) 12 数字 ※1 ※3

17 ７部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※3 ※5

18 ８部門目 (金額) 12 数字 ※1 ※3

19 ８部門目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※3 ※5

20 合計 (金額) 12 数字 ※4

21 合計 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※4 ※5

項目名行は印刷等の条件指示で『項目名を出力する』にチェックがついている場合、部門設定のページが変わるたびに出力されます。
※1：
・1～8部門目（金額）の部分に該当する項目名は、「部門設定」で設定されている部門名を出力します。
総合計ページの場合は１部門目 (金額)に"総合計"と出力します。
・1～8部門目（構成比）の部分に該当する項目名は、"構成比"を出力します（部門名を出力していない列
に対しては、構成比も表示しません）。
・明細行においては、部門が設定されていない列は何も出力しません。
※2：「部門設定」の「部門数の選択」で「4部門」を選択している場合は出力されません。
※3：「部門設定」の「部門数の選択」で「4部門」「6部門」を選択している場合は出力されません。
※4：総合計ページの場合は、空になります(項目名も)。
※5 -9999.99～9999.99

◆部門別一覧表
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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 勘定科目コード 10 文字列
2 勘定科目名 14／7 文字列
3 借方発生時コード 4 文字列
4 借方発生時名称 40／20 文字列
5 貸方発生時コード 4 文字列
6 貸方発生時名称 40／20 文字列

◆資金繰計算項目の設定
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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 計算項目コード 4 文字列
2 計算項目名 40／20 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

6 借方部門コード 6 文字列 ※2
7 借方部門名 30／15 文字列 ※2
8 借方科目コード 10 文字列
9 借方科目名 14／7 文字列

10 借方補助コード 10 文字列
11 借方補助名 14／7 文字列
12 借方税区分コード 2 文字列
13 借方税区分名 14／7 文字列
14 借方金額 12 数字
15 借方消費税額 11 数字

16 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

17 貸方部門コード 6 文字列 ※2
18 貸方部門名 30／15 文字列 ※2
19 貸方科目コード 10 文字列
20 貸方科目名 14／7 文字列
21 貸方補助コード 10 文字列
22 貸方補助名 14／7 文字列
23 貸方税区分コード 2 文字列
24 貸方税区分名 14／7 文字列
25 貸方金額 12 数字
26 貸方消費税額 11 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
30 計上額 13 数字 -999999999999～999999999999

※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)
※2 部門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)

◆資金繰実績明細書

※金額・消費税額は、以下のように出力されます。
・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 計算項目 40／20 文字列 Ⅹで80桁→40桁

2 ○○月度 12 数字

※四半期集計の場合は第○四半期
※画面上で月度が集約されていれ
ば集約したものを表示します。
※最大１２項目（四半期集計の場
合は最大４項目）

3 合計 12 数字
※累計集計の場合は列非表示(見出
しを含めて項目を出力しません)。

◆資金繰実績推移表
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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 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
2 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
3 前残 12 数字
4 借方金額 12 数字
5 貸方金額 12 数字
6 残高 12 数字

7 構成比 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

◆摘要計算書
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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 ページ 3 数字
2 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
3 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
4 １摘要目 (金額) 12 数字 ※1

5 １摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

6 ２摘要目 (金額) 12 数字 ※1

7 ２摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

8 ３摘要目 (金額) 12 数字 ※1

9 ３摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

10 ４摘要目 (金額) 12 数字 ※1

11 ４摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※5

12 ５摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※2

13 ５摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※5

14 ６摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※2

15 ６摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※5

16 ７摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※3

17 ７摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※3 ※5

18 ８摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※3

19 ８摘要目 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※3 ※5

20 合計 (金額) 12 数字 ※4

21 合計 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※4 ※5

項目名行は印刷等の条件指示で『項目名を出力する』にチェックがついている場合、摘要設定のページが変わるたびに出力されます。
※1：
・1～8摘要目（金額）の部分に該当する項目名は、「摘要設定」で設定されている摘要名を出力します。
総合計ページの場合は１摘要目 (金額)に"総合計"と出力します。

・明細行においては、摘要が設定されていない列は何も出力しません。
※2：「摘要設定」の「摘要数の選択」で「4摘要」を選択している場合は出力されません。
※3：「摘要設定」の「摘要数の選択」で「4摘要」「6摘要」を選択している場合は出力されません。
※4：総合計ページの場合は、空になります(項目名も)。
※5 -9999.99～9999.99

◆摘要一覧表

・1～8摘要目（構成比）の部分に該当する項目名は、"構成比"を出力します（摘要名を出力していない列に対しては、構成比も表示
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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 集計行・差額行は空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※1 ※(集計_科目名桁数)
5 補助科目コード 10 文字列
6 補助科目名 14／7 文字列
7 期首残高 12 数字
8 ○○月度 (金額) 12 数字 ※2 ※3
9 ○○月度 (税額) 12 数字 ※2 ※3

※1 集計行は集計科目名を出力します。
 　 差額行は「差額 (借方-貸方)」固定
※2 最大１２項目となり、見出し項目と同じ項目名で出力します
※3 部門管理設定が「全科目」で、印刷指示条件で部門が指定なしの場合は、列非表示
 　 （見出しを含めて項目を出力しません）

◆過年度実績
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 ○○月度 (金額) 12 数字 ※1 ※2 ※3

6 ○○月度 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※6 ※7

7 合計 (金額) 12 数字 ※5

8 合計 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※5 ※4 ※6 ※7

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※3 最大１２項目
※4 構成比または増減比
※5 累計集計の場合は列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※6 印刷指示条件で「比率を出力する」が OFF の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※7 -9999.99～9999.99

◆月次推移表
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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 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
2 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)

3
部門(部門グループ)
コード

7 文字列 ※7 ※8

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※7 ※9
5 ○○月度 (金額) 12 数字 ※1 ※2 ※3

6 ○○月度 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※6 ※10

7 合計 (金額) 12 数字 ※5

8 合計 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※5 ※4 ※6 ※10

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※3 最大１２項目
※4 構成比または増減比
※5 累計集計の場合は列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※6 印刷指示条件で「比率を出力する」が OFF の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※7 科目行、集計行の場合は空になります。
※8 部門集計方法が「部門」の場合は、部門コード、「部門グループ」の場合は、部門グループコードを出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。
※9 部門集計方法が「部門」の場合は、部門名、「部門グループ」の場合は、部門グループ名を出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。
※10 -9999.99～9999.99

◆部門別月次推移表
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
4 勘定科目名 14／7 文字列

5 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

6 補助科目名 28／14 文字列 ※1 ※2
7 ○○月度 (金額) 12 数字 ※3 ※4 ※5

8 ○○月度 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※3 ※4 ※5 ※6 ※8 ※9

9 合計 (金額) 12 数字 ※7

10 合計 (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※7 ※6 ※8 ※9

※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
※2 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。
※3 四半期集計の場合は第○四半期
※4 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※5 最大１２項目
※6 構成比または増減比
※7 累計集計の場合は列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※8 印刷指示条件で「比率を出力する」が OFF の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。
※9 -9999.99～9999.99

◆補助科目残高月次推移表
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【3期比較】
順 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 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 前々年 (第***期 金額) 12 数字

6
前々年 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

7 前年 (第***期 金額) 12 数字

8 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

9
差額 (前々年：前年 金
額)

12 数字

10
差額 (前々年：前年 増
減比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

11 前年 (第***期 金額) 12 数字

12 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

13 当年 (第***期 金額) 12 数字

14 当年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

15
差額 (前年：当年 金
額)

12 数字

16
差額 (前年：当年 増減
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

【5期比較】
順 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 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 ４年前 (第***期 金額) 12 数字

6
４年前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

7 ３年前 (第***期 金額) 12 数字

8
３年前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

9 前々前 (第***期 金額) 12 数字

10
前々前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

11 前年 (第***期 金額) 12 数字

12 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

13 当年 (第***期 金額) 12 数字

14 当年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

◆比較財務諸表
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【3期比較】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
2 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)

3
部門(部門グループ)
コード

7 文字列 ※1 ※2

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※1 ※3
5 前々年 (第***期 金額) 12 数字

6
前々年 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

7 前年 (第***期 金額) 12 数字

8 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

9
差額 (前々年：前年 金
額)

12 数字

10
差額 (前々年：前年 増
減比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

11 前年 (第***期 金額) 12 数字

12 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

13 当年 (第***期 金額) 12 数字

14 当年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

15
差額 (前年：当年 金
額)

12 数字

16
差額 (前年：当年 増減
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

【5期比較】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
2 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)

3
部門(部門グループ)
コード

7 文字列 ※1 ※2

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※1 ※3
5 ４年前 (第***期 金額) 12 数字

6
４年前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

7 ３年前 (第***期 金額) 12 数字

8
３年前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

9 前々前 (第***期 金額) 12 数字

10
前々前 (第***期 構成
比)

8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

11 前年 (第***期 金額) 12 数字

12 前年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

13 当年 (第***期 金額) 12 数字

14 当年 (第***期 構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※構成比または前年比。
-9999.99～9999.99

※1 科目行、集計行の場合は空になります。
※2 部門集計方法が「部門」の場合は、部門コード、「部門グループ」の場合は、部門グループコードを出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。
※3 部門集計方法が「部門」の場合は、部門名、「部門グループ」の場合は、部門グループ名を出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。

◆部門別比較財務諸表
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
3 分析項目 28／14 文字列
4 単位 6／3 文字列 Ⅹで4桁→6桁
5 当期比率 9 数字 Ⅹで11桁→9桁
6 標準比率 9 数字 Ⅹで11桁→9桁 ※標準比率または前年比率

7 対標準比 8 数字
Ⅹで11桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

※対標準比または対前年比
-9999.99～9999.99

◆経営分析表
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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 自分部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 自分部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 自分科目コード 10 文字列 Ⅹで追加
4 自分科目名 14／7 文字列 Ⅹで追加
5 借方金額 (差引) 12 数字
6 借方金額 (発生) 12 数字
7 相手科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 ※1
8 相手科目名 14／7 文字列 ※2
9 貸方金額 (発生) 12 数字

10 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
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
4 補助科目名 14／7 文字列
5 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 合計行の場合は、空になります。
6 勘定科目名 14／7 文字列 合計行の場合は「合計」固定
7 前残 12 数字
8 借方金額 12 数字
9 貸方金額 12 数字

10 残高 12 数字

◆取引先別総合収支明細書
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【変動損益計算書】
順 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 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで追加 ※1
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※2
5 集計項目１ (金額) 12 数字 ※1

6 集計項目１ (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※6

7 集計項目２ (金額) 12 数字 ※1

8 集計項目２ (構成比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※6

9 差額 (金額) 12 数字 ※1

10 差額 (増減比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※6

【指標】
順 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 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30/15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 未使用 - -
4 分析項目名 28/14 文字列 ※3
5 集計項目１ ※4 数字
6 未使用 - -
7 集計項目２ ※4 数字
8 未使用 - -
9 差額 (金額) 12 数字 ※5

10 未使用 - -

変動損益計算書と指標の間に何も出力の無い行が1行出力されます。
※1 見出し行では出力しません
※2 勘定科目名は「全角7/半角14」ですが、その行に応じた項目名を出力するためこの桁数で出力されます。
※3 「損益分岐点売上高」、「限界利益率（％）」or「変動比率（％）」、「損益分岐点比率（％）」or
 　 「安全余裕率（％）」を出力
※4 「損益分岐点売上高」行の桁数は12、「限界利益率（％）」「変動比率（％）」「損益分岐点比率（％）」
 　 「安全余裕率（％）」の桁数は8(-9999.99～9999.99)
※5 「限界利益率（％）」「変動比率（％）」「損益分岐点比率（％）」「安全余裕率（％）」は空文字を出力
※6 -9999.99～9999.99

◆損益分岐点計算書

54



順 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 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで14桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
4 勘定科目名 14／7 文字列
5 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
6 補助科目名 14／7 文字列
7 順位 8 数字 Ⅹで追加
8 金額 12 数字
9 構成比 6 数字 0.00～100.00

10 累積金額 12 数字 Ⅹで追加
11 累積構成比 6 数字 Ⅹで追加 0.00～100.00

◆補助科目別ABC分析
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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 勘定科目コード 10 文字列
2 勘定科目名 14／7 文字列
3 補助科目コード 10 文字列 ※1
4 補助科目名 14／7 文字列 ※1
5 借方発生時コード 4 文字列
6 借方発生時名称 40／20 文字列
7 貸方発生時コード 4 文字列
8 貸方発生時名称 40／20 文字列
9 損益コード 4 文字列 ※2

10 損益名称 40／20 文字列 ※2

科目優先の場合 補助科目行は出力されません。
補助優先の場合 勘定科目の下に補助科目行が出力されます。
※1 補助科目行のみ出力されます。
※2 直接法の場合は何も出力しません。

◆キャッシュ･フロー計算項目の設定
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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 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
2 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
3 借方部門コード 6 文字列 Ⅹで追加 ※2
4 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
5 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
8 借方補助名 14／7 文字列
9 借方税区分コード 2 文字列 Ⅹで追加

10 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
11 借方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁
12 借方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁 0円の場合は空になります。
13 貸方部門コード 6 文字列 Ⅹで追加
14 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ※2
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
18 貸方補助名 14／7 文字列
19 貸方税区分コード 2 文字列 Ⅹで追加
20 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
21 貸方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁
22 貸方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁 0円の場合は空になります。

23
キャッシュ・フロー計
算項目

40／20 文字列

24 資金取引額 12 数字
25 損益取引額 12 数字
26 計上額 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)
※2 部門管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

◆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 計算項目コード 4 文字列
2 計算項目名 40／20 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

6 借方部門コード 6 文字列 ※2
7 借方部門名 30／15 文字列 ※2
8 借方科目コード 10 文字列
9 借方科目名 14／7 文字列

10 借方補助コード 10 文字列
11 借方補助名 14／7 文字列
12 借方税区分コード 2 文字列
13 借方税区分名 14／7 文字列
14 借方金額 12 数字
15 借方消費税額 11 数字

16 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

17 貸方部門コード 6 文字列 ※2
18 貸方部門名 30／15 文字列 ※2
19 貸方科目コード 10 文字列
20 貸方科目名 14／7 文字列
21 貸方補助コード 10 文字列
22 貸方補助名 14／7 文字列
23 貸方税区分コード 2 文字列
24 貸方税区分名 14／7 文字列
25 貸方金額 12 数字
26 貸方消費税額 11 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
30 資金取引額 13 数字 -999999999999～999999999999 ※3
31 損益取引額 13 数字 -999999999999～999999999999 ※3
32 計上額 13 数字 -999999999999～999999999999

※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)
※2 部門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 出力形式が直接法の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

◆キャッシュ・フロー明細書

※金額・消費税額は、以下のように出力されます。
・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 部門コード 7 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
3 計算項目 80／40 文字列 ※1
4 ○○月度 12 数字 ※2 ※3 ※4
5 合計 12 数字 ※5

※1 画面では全角20/半角40文字までの出力となりますが、汎用データは文字数の問題がないため、
 　 全角40/半角80となります。
※2 四半期集計の場合は第○四半期
※3 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※4 最大１２項目（四半期集計の場合は最大４項目）
※5 累計集計の場合は列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)。

◆キャッシュ・フロー月次推移表
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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 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで追加
2 勘定科目名 14/7 文字列 Ⅹで追加
3 補助科目コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁 ※2
4 補助科目正式名 40／20 文字列 合計行の場合は「合計」固定
5 所在地 ※1 文字列 Ⅹで40桁→80桁 ※2 ※3
6 残高 12 数字

※1 80／40 (プラス半角スペース1文字)
※2 合計行の場合は、空になります。
※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 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式
2 伝票番号 5 数字 1～99999 ※1
3 借方部門コード 6 文字列 ※2
4 借方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
5 借方科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
8 借方補助名 14／7 文字列
9 借方税区分コード 2 文字列

10 借方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
11 借方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁 ※3
12 借方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁 消費税額(0の場合は0を出力)
13 貸方部門コード 6 文字列 ※2
14 貸方部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列 Ⅹで5桁→10桁
18 貸方補助名 14／7 文字列
19 貸方税区分コード 2 文字列
20 貸方税区分名 14／7 文字列 Ⅹで追加
21 貸方金額 12 数字 Ⅹで11桁→12桁 ※3
22 貸方消費税額 11 数字 Ⅹで10桁→11桁 消費税額(0の場合は0を出力)
23 摘要文 256 文字列 Ⅹで254桁→256桁
24 数字１ 6 文字列
25 数字２ 23 文字列

※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)
※2 部門管理しない場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
※3 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

◆消費税明細書
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【「消費税管理方法」が「簡易課税以外」】
順 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 7 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで追加 ※(部門_列非表示)
3 税区分コード 2 文字列
4 税区分名 40／20 文字列 Ⅹで38桁→40桁
5 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
6 勘定科目名 36／18 文字列 Ⅹで28桁→36桁 ※1
7 税込金額 12 数字
8 積上消費税額 12 数字
9 税抜金額 12 数字

10 消費税額 12 数字

【「消費税管理方法」が「簡易課税」、「事業別指定方法」が「勘定科目」】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 事業区分 1 数字
Rev4.11から「第六
種事業」を追加

0:事業指定なし、1:第一種事業、
2:第二種事業、3:第三種事業、4:
第四種事業、5:第五種事業、6:第
六種事業

2 税区分コード 2 文字列
3 税区分名 40／20 文字列 Ⅹで38桁→40桁
4 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁
5 勘定科目名 36／18 文字列 Ⅹで28桁→36桁 ※1
6 税込金額 12 数字
7 積上消費税額 12 数字
8 税抜金額 12 数字
9 消費税額 12 数字

【「消費税管理方法」が「簡易課税」、「事業別指定方法」が「部門」】
順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考

1 事業区分 1 数字

0:事業指定なし、1:第一種事業、
2:第二種事業、3:第三種事業、4:
第四種事業、5:第五種事業、6:第
六種事業

2 税区分コード 2 文字列
3 税区分名 40／20 文字列 Ⅹで38桁→40桁
4 部門コード 6 文字列 Ⅹで追加
5 部門名 36／18 文字列 Ⅹで追加 ※2
6 税込金額 12 数字
7 積上消費税額 12 数字
8 税抜金額 12 数字
9 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。
※2 部門名は「全角15/半角30」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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列
4 勘定科目名 14／7 文字列
5 税区分コード 2 文字列
6 税区分名 40／20 文字列 税区分の説明を出力します。
7 税込金額 12 数字
8 積上消費税額 12 数字
9 税抜金額 12 数字

◆科目別税区分別集計表
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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 部門コード 6 文字列 ○ ※1
2 部門名 30／15 文字列 ※1
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで4桁→10桁 ○ 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 摘要文字列 34／17 文字列 ○

6 予算区分 1 数字 Ⅹで追加 ○
1:予算１、2:予算２、3:予算３、
4:予算４、5:予算５、…略…、29:
予算２９、30:予算３０

7 前年実績 9 数字 ※2

8 上昇率 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

整数4桁 小数2桁(-9999.99～
9999.99)　※2

9 年度計 9 数字

10 配分 1 数字
Ⅹで文字列4桁→数
字1桁

0(平均配分) 0:平均配分、1:季節配分　※2

11 ○○月度 9 数字 ○ ※最大１２項目

「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='5' \"が出力されます。
※1 部門管理しない場合と印刷指示条件で部門が指定なしの場合は空になります。
※2 科目行以外の場合は空になります。

◆予算入力　(version 5)

部門コード、勘定科目コード、予算区分が必須項目にあたります。
部門コード、予算区分は【汎用データの受入】の[その他の設定]で指定したときは必須ではありません。
勘定科目コードは集計行があるので空でもエラーにはなりませんが、データの受け入れには要指定です。
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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 部門コード 6 文字列 ○ ※1
2 部門名 30／15 文字列 ※1
3 勘定科目コード 10 文字列 ○ 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 補助科目コード 10 文字列 ※2
6 補助科目名 14／7 文字列 ※2

7 予算区分 1 数字 ○
1:予算１、2:予算２、3:予算３、
4:予算４、5:予算５、…略…、29:
予算２９、30:予算３０

8 前年実績 9 数字 ※3

9 上昇率 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

整数4桁 小数2桁(-9999.99～
9999.99)　※3

10 年度計 9 数字
11 配分 1 数字 0(平均配分) 0:平均配分、1:季節配分　※3
12 ○○月度 9 数字 ○ ※最大１２項目

「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='5' \"が出力されます。
※1 部門管理しない場合と印刷指示条件で部門が指定なしの場合は空になります。
※2 科目行・集計行の場合は空になります。
※3 科目行・補助行以外の場合は空になります。

◆予算入力（補助別）　(version 5)

部門コード、勘定科目コード、予算区分が必須項目にあたります。
部門コード、予算区分は【汎用データの受入】の[その他の設定]で指定したときは必須ではありません。
勘定科目コードは集計行があるので空でもエラーにはなりませんが、データの受け入れには要指定です。
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 Ⅹで34桁→28桁 ※(集計_勘定科目名)
5 摘要文字列 34／17 文字列

6 ○○月度 (予算) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

7 ○○月度 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

8 ○○月度 (差異) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

9 ○○月度 (達成率) 8 数字
Ⅹで12桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

10 年間 (予算) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

11 年間 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

12 年間 (差異) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

13 年間 (達成率) 8 数字
Ⅹで12桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

※5

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 半期集計の場合は上半期、下半期
※3 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※4 最大１２項目
※5 -9999.99～9999.99

◆年次予算実績比較表
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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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 補助科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
6 補助科目名 14／7 文字列 集計行の場合は、空になります。
7 ○○月度 (予算) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
8 ○○月度 (実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
9 ○○月度 (差異) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4

10 ○○月度 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

11 年間 (予算) 12 数字
12 年間 (実績) 12 数字
13 年間 (差異) 12 数字

14 年間 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※5

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 半期集計の場合は上半期、下半期
※3 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※4 最大１２項目
※5 -9999.99～9999.99

◆年次予算実績比較表（補助別）
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 Ⅹで34桁→28桁 ※(集計_勘定科目名)
5 摘要文字列 34／17 文字列

6 ○○月度 (予算) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

7 ○○月度 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

8 ○○月度 (差異) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

9 ○○月度 (達成率) 8 数字
Ⅹで12桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

10 累積 (予算) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

11 累積 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

12 累積 (差異) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

13 累積 (達成率) 8 数字
Ⅹで12桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

◆月次予算実績比較表
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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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 補助科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
6 補助科目名 14／7 文字列 集計行の場合は、空になります。
7 ○○月度 (予算) 12 数字
8 ○○月度 (実績) 12 数字
9 ○○月度 (差異) 12 数字

10 ○○月度 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

11 累積 (予算) 12 数字
12 累積 (実績) 12 数字
13 累積 (差異) 12 数字

14 累積 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

◆月次予算実績比較表（補助別）
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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 部門コード 7 文字列 Ⅹで6桁→7桁 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Ⅹで28桁→30桁 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 Ⅹで6桁→10桁 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 Ⅹで34桁→28桁 ※(集計_勘定科目名)
5 摘要文字列 34／17 文字列

6 ○○月度 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

※最大６項目

7 合計 (予算) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

8 合計 (実績) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

9 合計 (差異) 12 数字
Ⅹで10桁→9桁
Rev4.10から12桁に
変更

10 合計 (達成率) 8 数字
Ⅹで12桁→6桁
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

◆半期予算実績比較表
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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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
5 補助科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
6 補助科目名 14／7 文字列 集計行の場合は、空になります。
7 ○○月度 (実績) 12 数字 ※最大６項目
8 合計 (予算) 12 数字
9 合計 (実績) 12 数字

10 合計 (差異) 12 数字

11 合計 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

-9999.99～9999.99

◆半期予算実績比較表（補助別）
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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 部門コード 7 文字列 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)

5 ○○月度 (予算) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

6 ○○月度 (差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

7 ○○月度 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

8 ○○月度 (実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

9 ○○月度 (前年実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

10 ○○月度 (前年差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

11 ○○月度 (前年比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※5

12 年間 (予算) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

13 年間 (差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

14 年間 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※5

15 年間 (実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

16 年間 (前年実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

17 年間 (前年差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

18 年間 (前年比) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※5

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 半期集計の場合は上半期、下半期
※3 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※4 最大１２項目
※5 -9999.99～9999.99

◆前年比予算実績比較表
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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 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
2 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)

3
部門(部門グループ)
コード

7 文字列
Rev4.30から7桁に変
更

※5 ※6

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※5 ※7

5 ○○月度 (予算) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

6 ○○月度 (実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

7 ○○月度 (差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

※1 ※2 ※3 ※4

8 ○○月度 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※1 ※2 ※3 ※4 ※8

9 年間 (予算) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

10 年間 (実績) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

11 年間 (差異) 12 数字
Rev4.10から12桁に
変更

12 年間 (達成率) 8 数字
Rev4.50から8桁に変
更

※8

※1 四半期集計の場合は第○四半期
※2 半期集計の場合は上半期、下半期
※3 画面上で月度が集約されていれば集約したものを表示します。
※4 最大１２項目
※5 科目行、集計行の場合は空になります。 
※6 部門集計方法が「部門」の場合は、部門コード、「部門グループ」の場合は、部門グループコードを出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。
※7 部門集計方法が「部門」の場合は、部門名、「部門グループ」の場合は、部門グループ名を出力します。

部門集計方法に合わせて項目名も切り替わります。
※8 -9999.99～9999.99

◆部門別予算実績比較表
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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 会社口座コード 2 文字列
2 会社口座名 40／20 文字列
3 金融機関コード 4 文字列
4 金融機関名 20／10 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 24／12 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 40／20 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 20／10 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 24／12 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 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 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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