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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。
○[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
3.00 銀行振込依頼書 会社口座コード(Rev2.00の記載ミスに対応) 「桁数」の変更

4.00 勘定科目
「ｶﾅ索引」「関連科目コード」「関連科目名」の必須項目・初期値の
"スペース" を削除

「必須項目・初期
値」の変更

補助科目
「ｶﾅ索引」「正式名ﾌﾘｶﾞﾅ」「郵便番号」「住所１」「住所２」
「TEL」「FAX」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

「必須項目・初期
値」の変更

部門 「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除
「必須項目・初期

値」の変更

期首残高

「残高区分」の「2:部門」「3:部門別補助」を削除

新規項目「セグメント１コード」「セグメント１名」「セグメント２
コード」「セグメント２名」「セグメント３コード」「セグメント３
名」「取引先コード」「取引先名」を追加

「残高区分」の変更
追加

摘要文 「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除
「必須項目・初期

値」の変更

自動仕訳

「ｶﾅ索引」「摘要文」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

新規項目「借方取引先コード」「借方取引先名」「借方セグメント１
コード」「借方セグメント１名」「借方セグメント２コード」「借方
セグメント２名」「借方セグメント３コード」「借方セグメント３
名」「貸方取引先コード」「貸方取引先名」「貸方セグメント１コー
ド」「貸方セグメント１名」「貸方セグメント２コード」「貸方セグ
メント２名」「貸方セグメント３コード」「貸方セグメント３名」を
追加

「必須項目・初期
値」の変更

追加

予約伝票

「ｶﾅ索引」「通知ユーザー１～５」「摘要文」の必須項目・初期値の
"スペース" を削除

新規項目「借方取引先コード」「借方取引先名」「借方セグメント１
コード」「借方セグメント１名」「借方セグメント２コード」「借方
セグメント２名」「借方セグメント３コード」「借方セグメント３
名」「貸方取引先コード」「貸方取引先名」「貸方セグメント１コー
ド」「貸方セグメント１名」「貸方セグメント２コード」「貸方セグ
メント２名」「貸方セグメント３コード」「貸方セグメント３名」を
追加

「必須項目・初期
値」の変更

追加

実績計算項目 「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除
「必須項目・初期

値」の変更

部門配賦基準

「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

新規項目「配賦選択」「集計方法」「実績配賦集計科目名」「実績計
算項目コード」「実績科目項目名」「配賦先セグメント１コード」
「配賦先セグメント１名」「配賦先セグメント２コード」「配賦先セ
グメント２名」「配賦先セグメント３コード」「配賦先セグメント３
名」を追加

「必須項目・初期
値」の変更

追加

部門配賦基準 version5

新しいバージョンのレイアウトと項目順が変わるため、既存のレイア
ウトを version5 として分離して記載

「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

分離
「必須項目・初期

値」の変更

配賦パターン

「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

「配賦選択」の「1:自由配賦」を「4:自由配賦」に変更

「配賦基準」を「配賦種別」に変更し、「0:配賦率入力」以外を削除
し、「1:実績基準」「2:部門配賦基準」を追加

新規項目「配賦元セグメント１コード」「配賦元セグメント１名」
「配賦元セグメント２コード」「配賦元セグメント２名」「配賦元セ
グメント３コード」「配賦元セグメント３名」「配賦元取引先コー
ド」「配賦元取引先名」「集計方法」「実績配賦集計科目名」「実績
計算項目コード」「実績計算項目名」「算出方法」「配賦先取引先
コード」「配賦先取引先名」「配賦先セグメント１コード」「配賦先
セグメント１名」「配賦先セグメント２コード」「配賦先セグメント
２名」「配賦先セグメント３コード」「配賦先セグメント３名」を追
加

「必須項目・初期
値」の変更

「配賦選択」の変更
「配賦基準」の変更

追加

配賦パターン version6

新しいバージョンのレイアウトと項目順が変わるため、既存のレイア
ウトを version6 として分離して記載

「ｶﾅ索引」の必須項目・初期値の "スペース" を削除

分離
「必須項目・初期

値」の変更

法人口座
「委託番号」「委託者名」「委託者ﾌﾘｶﾞﾅ」の必須項目・初期値の "ス
ペース" を削除

「必須項目・初期
値」の変更

振込先
「顧客コード１」「顧客コード２」「EDI情報」の必須項目・初期値の
"スペース" を削除

「必須項目・初期
値」の変更

仕訳データ

「摘要文」「数字１」「数字２」の必須項目・初期値の "スペース"
を削除

新規項目「数字３～５」「金額１～５」「文字列１～５」「入力日付
時間」「借方取引先コード」「借方取引先名」「借方セグメント１
コード」「借方セグメント１名」「借方セグメント２コード」「借方
セグメント２名」「借方セグメント３コード」「借方セグメント３
名」「貸方取引先コード」「貸方取引先名」「貸方セグメント１コー
ド」「貸方セグメント１名」「貸方セグメント２コード」「貸方セグ
メント２名」「貸方セグメント３コード」「貸方セグメント３名」
「配賦選択」「配賦元取引先コード」「配賦元取引先名」「配賦元セ
グメント１コード」「配賦元セグメント１名」「配賦元セグメント２
コード」「配賦元セグメント２名」「配賦元セグメント３コード」
「配賦元セグメント３名」を追加

欄外の注釈 ※2、※3 の対象処理に「現金出納帳入力」「預金出納帳
入力」「帳簿入力」を追加

「必須項目・初期
値」の変更

追加
欄外※の変更

仕訳データ version5

既存のレイアウトを version5 として分離して記載

「摘要文」「数字１」「数字２」の必須項目・初期値の "スペース"
を削除

欄外の注釈 ※2、※3 の対象処理に「現金出納帳入力」「預金出納帳
入力」「帳簿入力」を追加

分離
「必須項目・初期

値」の変更
欄外※の変更

過年度実績
新規項目「残高区分」「セグメント１コード」「セグメント１名」
「セグメント２コード」「セグメント２名」「セグメント３コード」
「セグメント３名」「取引先コード」「取引先名」を追加

追加

システムユーザーメール設定
新規(Rev2.00の記載

漏れ)

2



Rev. 名称 変更項目 変更種類

6.01 システムユーザー ユーザーレベルの備考に「9:連携ユーザー」追加
備考の変更(Rev6.00

の記載漏れ)
税区分一覧 新規
勘定科目属性一覧（平成29年4月1日以前） 新規
勘定科目属性一覧（平成29年4月2日以後） 新規
勘定科目属性一覧（医療法人会計基準） 新規
取引データ 新規

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

必須項目・初期値の
変更

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

必須項目・初期値の
変更

仕訳データ、仕訳データ version5
入力プログラム区分の備考に「17:仕訳の一括変更」「18:クイック仕
訳転送」追加

備考の変更

仕訳 PCA会計８形式
入力プログラム区分の備考に「仕訳の一括変更」「クイック仕訳転
送」追加

備考の変更

3



順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 法人コード 4 文字列
2 法人名 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 ※ 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
13 住所２ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列
14 TEL 26 文字列
15 FAX 26 文字列
16 勘定科目コード桁数 2 数字 3～10
17 勘定科目コード０詰め 1 数字 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 5～10
19 補助科目コード０詰め 1 数字 0:0詰めしない、1:0詰めする
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 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 0:許可しない、1:許可する

27 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。

28 自分入力仕訳 1 数字 0:承認できない、1:承認できる

29
承認階層１の承認権レ
ベル

1 数字

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

30
承認階層２の承認権レ
ベル

1 数字 同上

31
承認階層３の承認権レ
ベル

1 数字 同上

32
承認階層４の承認権レ
ベル

1 数字 同上

33 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

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

35 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

36 履歴を残さない日数 1 数字
37 法人番号 13 文字列

38 仕訳締切仕訳区分 2 数字

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

39 規定の会計基準 1 数字

1:病院会計準則(平成29年4月1日以
前)、2:病院会計準則(平成29年4月
2日以後)、3:医療法人会計基準(平
成29年4月2日以後)

「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。

◆法人基本情報　(version 5)
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 勘定科目属性 8 数字 ◎
2 勘定科目コード 10 文字列 ◎
3 勘定科目名 14／7 文字列 ◎
4 ｶﾅ索引 5 文字列

5 勘定科目正式名 28／14 文字列

Rev6.01(Version5)
で必須項目・初期値
を「◎」→「勘定科
目名」に変更

勘定科目名

6 貸借区分 1 数字

Rev6.01(Version5)
で必須項目・初期値
を「◎」→「※1」
に変更

※1 1:借方、2:貸方

7 借方税区分コード 2 文字列

Rev6.01(Version5)
で必須項目・初期値
を「○ ※1」→「※
1」に変更

※1

8 借方税区分名 14／7 文字列

9 貸方税区分コード 2 文字列

Rev6.01(Version5)
で必須項目・初期値
を「○ ※1」→「※
1」に変更

※1

10 貸方税区分名 14／7 文字列
11 関連科目コード 10 文字列
12 関連科目名 14／7 文字列
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 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 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 0.00 0.00～100.00

18 簡易課税業種 1 数字 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 ◎
2 勘定科目名 14／7 文字列
3 補助科目コード 10 文字列 ◎
4 補助科目名 14／7 文字列 ◎
5 ｶﾅ索引 5 文字列

6 補助科目正式名 40／20 文字列

Rev6.01(Version6)
で必須項目・初期値
を「◎」→「補助科
目名」に変更

補助科目名

7 正式名ﾌﾘｶﾞﾅ 30 文字列

8 借方税区分コード 2 文字列

Rev6.01(Version6)
で必須項目・初期値
を「○ ※1」→「※
1」に変更

※1

9 借方税区分名 14／7 文字列

10 貸方税区分コード 2 文字列

Rev6.01(Version6)
で必須項目・初期値
を「○ ※1」→「※
1」に変更

※1

11 貸方税区分名 14／7 文字列

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

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

14 郵便番号 8 文字列 ※ 数字と「-」で8桁になります。
15 住所１ 40／20 文字列
16 住所２ 40／20 文字列
17 TEL 26 文字列
18 FAX 26 文字列

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

20 締日 2 数字 0 0～99
21 支払日 2 数字 0 0～99
22 法人番号 13 文字列

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"\text version='6' \"が出力されます。
※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 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 補助科目コード 10 文字列
2 補助科目名 14／7 文字列
3 科目数 10 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。

◆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 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列

4 簡易課税業種 1 数字 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 ◎ 0:科目、1:補助
2 部門コード 6 文字列 ○
3 部門名 30／15 文字列
4 勘定科目コード 10 文字列 ◎
5 勘定科目名 14／7 文字列
6 補助科目コード 10 文字列 ○
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(－) ○

10 セグメント１コード 20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

11 セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

12 セグメント２コード 20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

13 セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

14 セグメント３コード 20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

15 セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

16 取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

17 取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

「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。

◆期首残高　(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 部門グループコード 7 文字列
2 部門グループ名 30／15 文字列
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

5
含まれる部門または部
門グループ名

30／15 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。

◆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
4 表示区分 1 数字 1(表示) 0:非表示、1:表示
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

「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
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 ※(部門)
6 借方科目コード 10 文字列 ○
7 借方科目名 14／7 文字列
8 借方補助コード 10 文字列 ○
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
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 ※(部門)
15 貸方科目コード 10 文字列 ○
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列 ○
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
21 貸方金額 12 数字(－) ○
22 摘要文 256 文字列

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

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

25 数字1 6 文字列
26 数字2 23 文字列

27 借方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

28 借方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

29
借方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

30 借方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

31
借方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

32 借方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

33
借方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

34 借方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

35 貸方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

36 貸方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

37
貸方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

38 貸方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

39
貸方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

40 貸方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

41
貸方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

42 貸方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

「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。

◆自動仕訳　(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 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
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 ○

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 ○
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 ○

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 ○

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
13 通知ユーザー２ 90 文字列
14 通知ユーザー３ 90 文字列
15 通知ユーザー４ 90 文字列
16 通知ユーザー５ 90 文字列
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 ※(部門)
19 借方科目コード 10 文字列 ○
20 借方科目名 14／7 文字列
21 借方補助コード 10 文字列 ○
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
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 ※(部門)
28 貸方科目コード 10 文字列 ○
29 貸方科目名 14／7 文字列
30 貸方補助コード 10 文字列 ○
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
34 貸方金額 12 数字(－) ○
35 摘要文 256 文字列

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

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

38 数字1 6 文字列
39 数字2 23 文字列

40 借方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

41 借方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

42
借方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

43 借方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

44
借方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

45 借方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

46
借方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

◆予約伝票　(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

47 借方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

48 貸方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

49 貸方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

50
貸方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

51 貸方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

52
貸方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

53 貸方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

54
貸方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

55 貸方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

「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。
※1 複数項目が設定された場合は、加算された値が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 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
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 配賦基準コード 4 文字列 ◎
2 配賦基準名 34／17 文字列 ◎
3 ｶﾅ索引 5 文字列

4 配賦選択 1 数字
Rev4.00(Version6)
で追加

○ 0:部門配賦

5 配賦種別 1 数字 ◎ 0:配賦率入力、1:実績基準

6 集計方法 1 数字
Rev4.00(Version6)
で追加

○
0:残高、1:発生
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

7 実績配賦科目コード 10 文字列 ○

勘定科目以外を選択した場合、空
になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

8 実績配賦科目名 34／17 文字列 同上

9
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
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

10
実績配賦集計科目グ
ループ

17 数字 ○

集計科目以外を選択した場合、空
になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

11 実績配賦集計科目名 34／17 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

同上

12 実績計算項目コード 4 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

○

実績計算項目以外を選択した場
合、空になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

13 実績計算項目名 34／17 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

同上

14 算出方法 1 数字
Rev4.00(Version6)
で追加

○

0:百分率の比率を算出する、1:集
計金額を比率とする
配賦種別が「0:配賦率入力」の場
合、空になります。

15 配賦先部門コード 6 文字列 ○
16 配賦先部門名 30／15 文字列

17
配賦先セグメント１
コード

20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

18 配賦先セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

19
配賦先セグメント２
コード

20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

20 配賦先セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

21
配賦先セグメント３
コード

20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

22 配賦先セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version6)
で追加

未使用

23 配賦比率 15 数字 ○
配賦種別が「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='6' \"が出力されます。

◆部門配賦基準　(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 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

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

4 配賦選択 1 数字
Rev4.00(Version7)
で 1:自由配賦 →
4:自由配賦 に変更

○ 0:部門配賦、4:自由配賦

5 配賦元部門コード 6 文字列 ○

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ます。

6 配賦元部門名 30／15 文字列 同上

7
配賦元セグメント１
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

8 配賦元セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

9
配賦元セグメント２
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

10 配賦元セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

11
配賦元セグメント３
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

12 配賦元セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

13 配賦元取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

14 配賦元取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

15 配賦元科目コード 10 文字列 ◎
16 配賦元科目名 14／7 文字列
17 配賦元補助コード 10 文字列 ○
18 配賦元補助名 14／7 文字列

19 配賦種別 1 数字

Rev4.00(Version7)
で0:配賦率入力 以
外を削除
1:実績基準、2:部門
配賦基準を追加

◎
0:配賦率入力、1:実績基準、2:部
門配賦基準

20 集計方法 1 数字
Rev4.00(Version7)
で追加

○

0:残高、1:発生
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

21 実績配賦科目コード 10 文字列 ○

勘定科目以外を選択した場合、空
になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

22 実績配賦科目名 34／17 文字列 同上

23
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
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

24
実績配賦集計科目グ
ループ

17 数字 ○

集計科目以外を選択した場合、空
になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

25 実績配賦集計科目名 34／17 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

同上

26 実績計算項目コード 4 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

○

実績計算項目以外を選択した場
合、空になります。
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

27 実績計算項目名 34／17 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

同上

28 算出方法 1 数字
Rev4.00(Version7)
で追加

○

0:百分率の比率を算出する、1:集
計金額を比率とする
配賦種別が「0:配賦率入力」「2:
部門配賦基準」の場合、空になり
ます。

29 部門配賦基準コード 4 文字列
配賦種別が「2:部門配賦基準」で
ない場合、空になります。

◆配賦パターン　(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
30 部門配賦基準名 34／17 文字列 同上

31 配賦先科目コード 10 文字列 ○
配賦種別が「2:部門配賦基準」の
場合、空になります。

32 配賦先科目名 14／7 文字列 同上

33 配賦先補助コード 10 文字列 ○
配賦種別が「2:部門配賦基準」の
場合、空になります。

34 配賦先補助名 14／7 文字列 同上

35 配賦先取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

36 配賦先取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

37 配賦先部門コード 6 文字列 ○

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、配賦先科目が貸借対照表
科目の場合は空になります。
配賦種別が「2:部門配賦基準」の
場合、空になります。
配賦選択が「0:部門配賦」「4:自
由配賦」以外の場合、空になりま
す。

38 配賦先部門名 30／15 文字列 同上

39
配賦先セグメント１
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

40 配賦先セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

41
配賦先セグメント２
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

42 配賦先セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

43
配賦先セグメント３
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

44 配賦先セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

45 配賦比率 15 数字 ○
配賦種別が「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='7' \"が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 配賦パターンコード 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
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 ◎

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

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)
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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ます。
※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 法人口座コード 3 文字列 ◎
2 法人口座名 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
12 委託者名 40／20 文字列
13 委託者名ﾌﾘｶﾞﾅ 40 文字列

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

◆法人口座　(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
40 法人口座科目コード 10 文字列
41 法人口座科目名 14/7 文字列
42 法人口座補助コード 10 文字列
43 法人口座補助名 14/7 文字列
44 支払手数料科目コード 10 文字列
45 支払手数料科目名 14/7 文字列
46 支払手数料補助コード 10 文字列
47 支払手数料補助名 14/7 文字列
48 雑収入科目コード 10 文字列
49 雑収入科目名 14/7 文字列
50 雑収入補助コード 10 文字列
51 雑収入補助名 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='7' \"が出力されます。
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順 項目名 桁数 型 変更履歴 必須項目・初期値 備考
1 補助科目コード 10 文字列 ◎
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 法人口座コード 3 文字列 ◎
7 法人口座名 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
19 顧客コード２ 10 文字列
20 EDI情報 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='6' \"が出力されます。

◆振込先　(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 発生日 8 数字 ◎
YYYYMMDD形式
年は1867～2087

2 取引先 40／20 文字列 ○

3 金額 11
数字

(Money)
○

4 収支区分 1 数字
0: 指定なし
1: 収入
2: 支出

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

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

15 任意数値１ 18
数字

(Money)
※1

16 任意数値２ 18
数字

(Money)
同上

17 任意数値３ 18
数字

(Money)
同上

18 任意数値４ 18
数字

(Money)
同上

19 任意数値５ 18
数字

(Money)
同上

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

◆取引データ　(version 5)
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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 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 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 ※5
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 ※(部門)
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(－) ○ ※2
15 借方消費税額 11 数字(－) ○ ※3

16 貸方税計算モード 1 数字 ※5
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 ※(部門)
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(－) ○ ※2
26 貸方消費税額 11 数字(－) ○ ※3
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 入力プログラム区分 2 数字

Rev6.01で「17:仕訳
の一括変更」、
「18:クイック仕訳
転送」を追加

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、14: 税区分の一括変更、
15:Macs Clinic、16:取引明細受入、17:
仕訳の一括変更、18:クイック仕訳転
送 ※7

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
※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

※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

◆仕訳データ　(version 7)
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36 配賦元部門コード 6 文字列

※4
"部門管理しない"または"損益科目
のみ部門管理する かつ 配賦元勘
定科目が損益科目以外"の場合は空
になります。

37 配賦元部門名 30／15 文字列 同上
38 配賦元科目コード 10 文字列 ※4
39 配賦元科目名 14／7 文字列 ※4
40 配賦元補助コード 10 文字列 ※4
41 配賦元補助名 14／7 文字列 ※4
42 配賦元金額 12 数字(－) ※4

43 数字３ 40 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

44 数字４ 40 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

45 数字５ 40 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

46 金額１ 18
数字

(Money)
Rev4.00(Version7)
で追加

※6
未使用

47 金額２ 18
数字

(Money)
Rev4.00(Version7)
で追加

※6
未使用

48 金額３ 18
数字

(Money)
Rev4.00(Version7)
で追加

※6
未使用

49 金額４ 18
数字

(Money)
Rev4.00(Version7)
で追加

※6
未使用

50 金額５ 18
数字

(Money)
Rev4.00(Version7)
で追加

※6
未使用

51 文字列１ 256／128 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

52 文字列２ 256／128 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

53 文字列３ 256／128 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

54 文字列４ 256／128 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

55 文字列５ 256／128 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

56 入力日付時間 19 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

YYYY-MM-DD hh:mm:ss形式

57 借方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

58 借方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

59
借方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

60 借方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

61
借方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

62 借方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用
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63
借方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

64 借方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

65 貸方取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

66 貸方取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

67
貸方セグメント１コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

68 貸方セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

69
貸方セグメント２コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

70 貸方セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

71
貸方セグメント３コー
ド

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

72 貸方セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

73 配賦選択 1 数字
Rev4.00(Version7)
で追加

※4
0:部門配賦、4:自由配賦

74 配賦元取引先コード 13 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

75 配賦元取引先名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

76
配賦元セグメント１
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

77 配賦元セグメント１名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

78
配賦元セグメント２
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

79 配賦元セグメント２名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

80
配賦元セグメント３
コード

20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

81 配賦元セグメント３名 40／20 文字列
Rev4.00(Version7)
で追加

未使用

「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。
※1 伝票番号管理しない場合は空になります。
※2 現金出納帳入力/預金出納帳入力/帳簿入力/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 現金出納帳入力/預金出納帳入力/帳簿入力/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。
※5 補助科目の消費税自動計算、勘定科目の消費税自動計算、法人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→法人基本情報の消費税自動計算
※6 整数部 13桁（マイナスは12桁）、小数部 4桁（-999999999999.9999～9999999999999.9999）
※7 「仕訳の一括変更」「クイック仕訳転送」は医療法人会計ＤＸ Rev6.01から追加されました。
    医療法人会計ＤＸ Rev6.00以前で受け入れることはできません。

※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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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 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 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 ※5
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 ※(部門)
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(－) ○ ※2
15 借方消費税額 11 数字(－) ○ ※3

16 貸方税計算モード 1 数字 ※5
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 ※(部門)
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(－) ○ ※2
26 貸方消費税額 11 数字(－) ○ ※3
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 入力プログラム区分 2 数字

Rev6.01で「17:仕訳
の一括変更」、
「18:クイック仕訳
転送」を追加

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、14: 税区分の一括変更、
15:Macs Clinic、16:取引明細受入、17:
仕訳の一括変更、18:クイック仕訳転
送 ※6

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
※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

※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 ※4
38 配賦元科目コード 10 文字列 ※4
39 配賦元科目名 14／7 文字列 ※4
40 配賦元補助コード 10 文字列 ※4
41 配賦元補助名 14／7 文字列 ※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。

◆仕訳データ　(version 5)
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※2 現金出納帳入力/預金出納帳入力/帳簿入力/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 現金出納帳入力/預金出納帳入力/帳簿入力/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。
※5 補助科目の消費税自動計算、勘定科目の消費税自動計算、法人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→法人基本情報の消費税自動計算
※6 「仕訳の一括変更」「クイック仕訳転送」は医療法人会計ＤＸ Rev6.01から追加されました。
    医療法人会計ＤＸ Rev6.00以前で受け入れることはできません。
※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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医療法人会計ＤＸ 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 ○ 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 ○ 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 ○ 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 ○ 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
24 数字2 23 文字列
25 摘要 256 文字列

26 入力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ区分 8 文字列

Rev6.01でKOKUYOに
「仕訳の一括変更」
「クイック仕訳転
送」を追加

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・税区分の一括変
更・取引明細受入・仕訳の一括変更・
クイック仕訳転送・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、MCLINIC:Macs Clinic

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 勘定科目コード 1～10桁
33 配賦元補助ｺｰﾄﾞ 10 文字列 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→法人基本情報の消費税自動計算
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医療法人会計ＤＸ 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 ○ 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 ○ 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(－) ○
11 借方消費税額 11 数字(－) ○
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 ○ 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 ○ 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(－) ○
19 貸方消費税額 11 数字(－) ○
20 数字1 6 文字列
21 数字2 23 文字列
22 摘要 256 文字列

※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→法人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 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列

3 勘定科目コード 10 文字列
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

34



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 ※(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 科目コード 10 文字列
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 ※(部門_列非表示) ※3
2 自分部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示) ※3
3 自分科目コード 10 文字列 ※3
4 自分科目名 14／7 文字列 ※3
5 自分補助コード 10 文字列 ※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 ※3
9 伝票日付 8 数字 YYYYMMDD形式　※3
10 伝票番号 5 数字 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 ※2
13 相手科目コード 10 文字列
14 相手科目名 14／7 文字列
15 相手補助コード 10 文字列
16 相手補助名 14／7 文字列
17 相手税区分コード 2 文字列
18 相手税区分名 14／7 文字列
19 摘要文 256 文字列
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。

※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

※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。
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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 ※(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

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 ※(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 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 ※(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 補助科目コード 10 文字列
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

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 ※(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 ※1
4 勘定科目名 28／14 文字列 ※2 ※(集計_科目名桁数)
5 補助科目コード 10 文字列 ＤＸで追加 ※3
6 補助科目名 14／7 文字列 ＤＸで追加 ※3
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
11 構成比 8 数字 -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。
※3 集計種別を勘定科目別で集計した場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)

◆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 ※(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 合計行の場合は、空になります。
4 勘定科目名 14／7 文字列 ※1
5 補助科目コード 10 文字列
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 -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 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

【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 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

【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 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

【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 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

◆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

【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

【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

【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
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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 ※2
5 借方科目コード 10 文字列
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列
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
11 借方金額 12 数字
12 借方消費税額 11 数字
13 貸方部門コード 6 文字列 ※2
14 貸方部門名 30／15 文字列 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列
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
21 貸方金額 12 数字
22 貸方消費税額 11 数字
23 摘要文 256 文字列
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 ※(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 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 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 ページ 3 数字
4 勘定科目コード 10 文字列 合計行の場合は、空になります。

5 勘定科目名 14／7 文字列
合計行の場合は、「合計」固定で
す。

6 １列目（金額） 12 数字 ※1
7 ２列目（金額） 12 数字 ※1
8 ３列目（金額） 12 数字 ※1
9 ４列目（金額） 12 数字 ※1
10 ５列目（金額） 12 数字 ※1 ※2
11 ６列目（金額） 12 数字 ※1 ※2
12 ７列目（金額） 12 数字 ※1 ※3
13 ８列目（金額） 12 数字 ※1 ※3

14 合計（金額） 12 数字
総合計ページの場合は、空になり
ます（項目名も）。

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、
共通補助設定のページが変わるたびに出力されます。

※1：
・１～８列目（金額）に該当する項目名は、「共通補助設定」で設定されている共通補助のコードと名称を
　半角スペースで区切って出力します。総合計ページの場合は１列目 (金額)に"総合計"と出力します。
・明細行においては、共通補助が設定されていない列は何も出力しません。
※2：「共通補助設定」の列数が４列の場合は出力しません。
※3：「共通補助設定」の列数が４列または６列の場合は出力しません。

◆共通補助一覧表
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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 ページ 3 数字
2 勘定科目コード 10 文字列 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 ※1 ※5
6 ２部門目 (金額) 12 数字 ※1
7 ２部門目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
8 ３部門目 (金額) 12 数字 ※1
9 ３部門目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
10 ４部門目 (金額) 12 数字 ※1
11 ４部門目 (構成比) 8 数字 ※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 ※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 ※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 ※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 ※1 ※3 ※5
20 合計 (金額) 12 数字 ※4
21 合計 (構成比) 8 数字 ※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のコードと名称を
半角スペースで区切って出力します。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（部門コードと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」の列数が４列の場合は出力しません。
※3：「部門設定」の列数が４列または６列の場合は出力しません。
※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

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 部門コード 7 文字列 Rev 2.00で追加 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Rev 2.00で追加 ※(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 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 -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 部門コード 7 文字列 Rev 2.00で追加 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 Rev 2.00で追加 ※(部門_列非表示)
3 ページ 3 数字
4 勘定科目コード 10 文字列 集計行の場合は、空になります。
5 勘定科目名 28／14 文字列 ※(集計_勘定科目名)
6 １摘要目 (金額) 12 数字 ※1
7 １摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
8 ２摘要目 (金額) 12 数字 ※1
9 ２摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
10 ３摘要目 (金額) 12 数字 ※1
11 ３摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
12 ４摘要目 (金額) 12 数字 ※1
13 ４摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※5
14 ５摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※2
15 ５摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※5
16 ６摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※2
17 ６摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※5
18 ７摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※3
19 ７摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※3 ※5
20 ８摘要目 (金額) 12 数字 ※1 ※3
21 ８摘要目 (構成比) 8 数字 ※1 ※3 ※5
22 合計 (金額) 12 数字 ※4
23 合計 (構成比) 8 数字 ※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」の列数が４列の場合は出力しません。
※3：「摘要設定」の列数が４列または６列の場合は出力しません。
※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 残高区分 1 数字 Rev4.00で追加
常に「0:勘定科目別補助科目」に
なります。

2 部門コード 7 文字列
印刷指示条件で部門が指定なしの
場合は、空になります。

3 部門名 30／15 文字列 同上
4 セグメント１コード 20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
5 セグメント１名 40／20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
6 セグメント２コード 20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
7 セグメント２名 40／20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
8 セグメント３コード 20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
9 セグメント３名 40／20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
10 勘定科目コード 10 文字列 集計行・差額行は空になります。
11 勘定科目名 28／14 文字列 ※1 ※(集計_科目名桁数)
12 補助科目コード 10 文字列
13 補助科目名 14／7 文字列
14 取引先コード 13 文字列 Rev4.00で追加 未使用
15 取引先名 40／20 文字列 Rev4.00で追加 未使用
16 期首残高 12 数字
17 ○○月度 (金額) 12 数字 ※2 ※3
18 ○○月度 (税額) 12 数字 ※2 ※3

◆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 ※(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 (金額) 12 数字 ※1 ※2 ※3
6 ○○月度 (構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※6 ※7
7 合計 (金額) 12 数字 ※5
8 合計 (構成比) 8 数字 ※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 ※1 ※2 ※3 ※4 ※6 ※10
7 合計 (金額) 12 数字 ※5
8 合計 (構成比) 8 数字 ※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 ※(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 補助科目コード 10 文字列
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

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 ※3 ※4 ※5 ※6 ※8 ※9
9 合計 (金額) 12 数字 ※7
10 合計 (構成比) 8 数字 ※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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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 (前年実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3
6 ○○月度 (前年構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※5 ※7 ※9
7 ○○月度 (当年実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3
8 ○○月度 (当年構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※7 ※9
9 ○○月度 (差額) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※8
10 ○○月度 (増減比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※7 ※8 ※9
11 合計（前年実績） 12 数字 ※6
12 合計（前年構成比） 8 数字 ※6 ※5 ※7 ※9
13 合計（当年実績） 12 数字 ※6
14 合計（当年構成比） 8 数字 ※6 ※4 ※7 ※9
15 合計（差額） 12 数字 ※6 ※8
16 合計（増減比） 8 数字 ※6 ※7 ※8 ※9

※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 構成比または前年比
※5 構成比または前年比（出力比率が「前年比」の場合は、見出しのみ出力します）
※6 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)。
※7 条件指示で出力比率が「出力しない」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 条件指示で差額出力が「出力しない」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

◆前年比月次推移表
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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 ※9 ※10

4 部門(部門グループ)名 30／15 文字列 ※9 ※11
5 ○○月度 (前年実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3
6 ○○月度 (前年構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※5 ※7 ※12
7 ○○月度 (当年実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3
8 ○○月度 (当年構成比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※7 ※12
9 ○○月度 (差額) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※8
10 ○○月度 (増減比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※7 ※8 ※12
11 合計 (前年実績) 12 数字 ※6
12 合計 (前年構成比) 8 数字 ※6 ※5 ※7 ※12
13 合計 (当年実績) 12 数字 ※6
14 合計 (当年構成比) 8 数字 ※6 ※4 ※7 ※12
15 合計 (差額) 12 数字 ※6 ※8
16 合計 (増減比) 8 数字 ※6 ※7 ※8 ※12

※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 構成比または前年比
※5 構成比または前年比(出力比率が「前年比」の場合は、見出しのみ出力します)
※6 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)。
※7 条件指示で出力比率が「出力しない」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 条件指示で差額出力が「出力しない」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 科目行、集計行の場合は空になります。
※10 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。
※11 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。
※12 -9999.99～9999.99

◆前年比部門別月次推移表
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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 ※(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 28／14 文字列

5 補助科目コード 10 文字列
合計行・差額行の場合は、空にな
ります。

6 補助科目名 28／14 文字列 ※1 ※2
7 ○○月度 (前年実績) 12 数字 ※3 ※4 ※5
8 ○○月度 (前年構成比) 8 数字 ※3 ※4 ※5 ※7 ※9 ※11
9 ○○月度 (当年実績) 12 数字 ※3 ※4 ※5
10 ○○月度 (当年構成比) 8 数字 ※3 ※4 ※5 ※6 ※9 ※11
11 ○○月度 (差額) 12 数字 ※3 ※4 ※5 ※10
12 ○○月度 (増減比) 8 数字 ※3 ※4 ※5 ※9 ※10 ※11
13 合計 (前年実績) 12 数字 ※8
14 合計 (前年構成比) 8 数字 ※8 ※7 ※9 ※11
15 合計 (当年実績) 12 数字 ※8
16 合計 (当年構成比) 8 数字 ※8 ※6 ※9 ※11
17 合計（差額） 12 数字 ※8 ※10
18 合計 (増減比) 8 数字 ※8 ※9 ※10 ※11

※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 構成比または前年比
※7 構成比または前年比（出力比率が「前年比」の場合は、見出しのみ出力します）
※8 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)。
※9 条件指示で出力比率が「出力しない」の場合は、列非表示。(見出しを含めて項目を出力しません)
※10 条件指示で差額出力が「出力しない」の場合は、列非表示。(見出しを含めて項目を出力しません)
※11 -9999.99～9999.99

◆前年比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 ※(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 前々年 (第***期 金額) 12 数字

6
前々年 (第***期 構成
比)

8 数字
※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
※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 -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
※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
※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 -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 ※(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 ４年前 (第***期 金額) 12 数字

6
４年前 (第***期 構成
比)

8 数字
※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
※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
※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
※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
※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
※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
※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 -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
※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
※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 -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
※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
※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
※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
※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
※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 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 分析項目 28／14 文字列
4 単位 6／3 文字列
5 当期比率 9 数字
6 標準比率 9 数字 ※標準比率または前年比率

7 対標準比 8 数字
※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 ※(部門_列非表示)
2 自分部門名 30／15 文字列 ※(部門_列非表示)
3 自分科目コード 10 文字列
4 自分科目名 14／7 文字列
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 ※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

63



【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 ※(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 ※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 ※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 ※1 ※6
9 差額 (金額) 12 数字 ※1
10 差額 (増減比) 8 数字 ※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
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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 補助科目コード 10 文字列
6 補助科目名 14／7 文字列
7 順位 8 数字
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
11 累積構成比 6 数字 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 ※2
4 借方部門名 30／15 文字列 ※2
5 借方科目コード 10 文字列
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列
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
11 借方金額 12 数字
12 借方消費税額 11 数字 0円の場合は空になります。
13 貸方部門コード 6 文字列
14 貸方部門名 30／15 文字列 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列 ※2
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列
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
21 貸方金額 12 数字
22 貸方消費税額 11 数字 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 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(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
2 勘定科目名 14/7 文字列
3 補助科目コード 10 文字列 ※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 ※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 ※2
5 借方科目コード 10 文字列
6 借方科目名 14／7 文字列
7 借方補助コード 10 文字列
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
11 借方金額 12 数字 ※3
12 借方消費税額 11 数字 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 ※2
15 貸方科目コード 10 文字列
16 貸方科目名 14／7 文字列
17 貸方補助コード 10 文字列
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
21 貸方金額 12 数字 ※3
22 貸方消費税額 11 数字 消費税額(0の場合は0を出力)
23 摘要文 256 文字列
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 ※(部門_列非表示)
2 部門名 30／15 文字列 ※(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
5 勘定科目コード 10 文字列
6 勘定科目名 36／18 文字列 ※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

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
4 勘定科目コード 10 文字列
5 勘定科目名 36／18 文字列 ※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
4 部門コード 6 文字列
5 部門名 36／18 文字列 ※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 ○ 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 ○
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
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 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
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 ※(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 摘要文字列 34／17 文字列
6 ○○月度 (予算) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
7 ○○月度 (実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
8 ○○月度 (差異) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
9 ○○月度 (達成率) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5
10 年間 (予算) 12 数字
11 年間 (実績) 12 数字
12 年間 (差異) 12 数字
13 年間 (達成率) 8 数字 ※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 ※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 ※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 ※(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 摘要文字列 34／17 文字列
6 ○○月度 (予算) 12 数字
7 ○○月度 (実績) 12 数字
8 ○○月度 (差異) 12 数字
9 ○○月度 (達成率) 8 数字 -9999.99～9999.99
10 累積 (予算) 12 数字
11 累積 (実績) 12 数字
12 累積 (差異) 12 数字
13 累積 (達成率) 8 数字 -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 -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 -9999.99～9999.99

◆月次予算実績比較表（補助別）

79



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 摘要文字列 34／17 文字列
6 ○○月度 (実績) 12 数字 ※最大６項目
7 合計 (予算) 12 数字
8 合計 (実績) 12 数字
9 合計 (差異) 12 数字
10 合計 (達成率) 8 数字 -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 -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 ※1 ※2 ※3 ※4
6 ○○月度 (差異) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
7 ○○月度 (達成率) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5
8 ○○月度 (実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
9 ○○月度 (前年実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
10 ○○月度 (前年差異) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
11 ○○月度 (前年比) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5
12 年間 (予算) 12 数字
13 年間 (差異) 12 数字
14 年間 (達成率) 8 数字 ※5
15 年間 (実績) 12 数字
16 年間 (前年実績) 12 数字
17 年間 (前年差異) 12 数字
18 年間 (前年比) 8 数字 ※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 ※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 ※1 ※2 ※3 ※4
6 ○○月度 (実績) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
7 ○○月度 (差異) 12 数字 ※1 ※2 ※3 ※4
8 ○○月度 (達成率) 8 数字 ※1 ※2 ※3 ※4 ※8
9 年間 (予算) 12 数字
10 年間 (実績) 12 数字
11 年間 (差異) 12 数字
12 年間 (達成率) 8 数字 ※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 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
6 ○○月度 (実績) 12 数字
7 ○○月度 (差異) 12 数字
8 ○○月度 (達成率) 8 数字 ※2
9 ○○月度 (前年実績) 12 数字 ※1
10 ○○月度 (前年差異) 12 数字 ※1
11 ○○月度 (前年比) 8 数字 ※1 ※2
12 累積（予算） 12 数字
13 累積（実績） 12 数字
14 累積（差異） 12 数字
15 累積（達成率） 8 数字 ※2
16 累積（前年実績） 12 数字 ※1
17 累積（前年差異） 12 数字 ※1
18 累積（前年比） 8 数字 ※1 ※2
19 予測（予算合計） 12 数字
20 予測（実績予測） 12 数字
21 予測（差異） 12 数字
22 予測（達成率） 8 数字 ※2
23 予測（前年実績合計） 12 数字 ※1
24 予測（前年差異） 12 数字 ※1
25 予測（前年比） 8 数字 ※1 ※2

※1 条件指示で分析対象が予算の場合は、列非表示(見出しを含めて項目を出力しません)
※2 -9999.99～9999.99

◆予算分析表
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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 法人口座コード 3 文字列
2 法人口座名 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

法人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
Rev6.00で「9:連携
ユーザー」を追加

0
0:一般ユーザー、1:システム管理
者、9:連携ユーザー

5 利用区分 1 数字 0 0:有効、1:無効

※1 データ読込時は必須ではありませんが、一括登録時の必須項目になります。

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

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

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

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

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

◆システムユーザーメール設定
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コード 略称 説明文 備考
00 対象外 消費税に関係ない科目
99 不明 不明
A0 非売上 非課税売上
B1 売上3% 課税売上3%
B2 売上4.5% 課税売上4.5%
B3 売上5% 課税売上5%
B4 売上8% 課税売上8%
B5 売上10% 課税売上10%
B6 売上8%軽 課税売上8%（軽）
C1 売返3% 課税売上返還3%
C2 売返4.5% 課税売上返還4.5%
C3 売返5% 課税売上返還5%
C4 売返8% 課税売上返還8%
C5 売返10% 課税売上返還10%
C6 売返8%軽 課税売上返還8%（軽）
D1 貸倒3% 課税貸倒れ3%
D2 貸倒4.5% 課税貸倒れ4.5%
D3 貸倒5% 課税貸倒れ5%
D4 貸倒8% 課税貸倒れ8%
D5 貸倒10% 課税貸倒れ10%
D6 貸倒8%軽 課税貸倒れ8%（軽）
E1 貸倒回収3% 課税貸倒れ回収3%
E2 貸倒回収4.5% 課税貸倒れ回収4.5%
E3 貸倒回収5% 課税貸倒れ回収5%
E4 貸倒回収8% 課税貸倒れ回収8%
E5 貸倒回収10% 課税貸倒れ回収10%
E6 貸倒回収8%軽 課税貸倒れ回収8%（軽）
F0 輸出 輸出免税売上
G0 非売返 非課税売上の返還
H0 輸出返 輸出免税売上の返還
P0 非仕入 非課税仕入
Q1 仕入3% 課税仕入3%（共通）
Q2 仕入4.5% 課税仕入4.5%（共通）
Q3 仕入5% 課税仕入5%（共通）
Q4 仕入8% 課税仕入8%（共通）
Q5 仕入10% 課税仕入10%（共通）
Q6 仕入8%軽 課税仕入8%（軽）（共通）
R1 仕返3% 課税仕入返還3%（共通）
R2 仕返4.5% 課税仕入返還4.5%（共通）
R3 仕返5% 課税仕入返還5%（共通）
R4 仕返8% 課税仕入返還8%（共通）
R5 仕返10% 課税仕入返還10%（共通）
R6 仕返8%軽 課税仕入返還8%（軽）（共通）
S1 仕入(課)3% 課税売上対応課税仕入3% ※1
S2 仕入(課)4.5% 課税売上対応課税仕入4.5% ※1
S3 仕入(課)5% 課税売上対応課税仕入5% ※1
S4 仕入(課)8% 課税売上対応課税仕入8% ※1
S5 仕入(課)10% 課税売上対応課税仕入10% ※1
S6 仕入(課)8%軽 課税売上対応課税仕入8%（軽） ※1
T1 仕返(課)3% 課税売上対応課税仕入返還3% ※1
T2 仕返(課)4.5% 課税売上対応課税仕入返還4.5% ※1
T3 仕返(課)5% 課税売上対応課税仕入返還5% ※1
T4 仕返(課)8% 課税売上対応課税仕入返還8% ※1
T5 仕返(課)10% 課税売上対応課税仕入返還10% ※1
T6 仕返(課)8%軽 課税売上対応課税仕入返還8%（軽） ※1
U1 仕入(非)3% 非課税売上対応課税仕入3% ※1
U2 仕入(非)4.5% 非課税売上対応課税仕入4.5% ※1
U3 仕入(非)5% 非課税売上対応課税仕入5% ※1
U4 仕入(非)8% 非課税売上対応課税仕入8% ※1
U5 仕入(非)10% 非課税売上対応課税仕入10% ※1
U6 仕入(非)8%軽 非課税売上対応課税仕入8%（軽） ※1
V1 仕返(非)3% 非課税売上対応課税仕入の返還3% ※1
V2 仕返(非)4.5% 非課税売上対応課税仕入の返還4.5% ※1
V3 仕返(非)5% 非課税売上対応課税仕入の返還5% ※1
V4 仕返(非)8% 非課税売上対応課税仕入の返還8% ※1
V5 仕返(非)10% 非課税売上対応課税仕入の返還10% ※1
V6 仕返(非)8%軽 非課税売上対応課税仕入の返還8%（軽） ※1
W0 非仕返 非課税仕入の返還
X0 有証売上 有価証券売上
ｱ0 非輸出 非課税輸出売上
ｲ0 非輸出返 非課税輸出売上の返還
ｳ1 輸入3% 課税輸入仕入3%（共通）
ｳ2 輸入4.5% 課税輸入仕入4.5%（共通）
ｳ3 輸入5% 課税輸入仕入5%（共通）
ｳ4 輸入8% 課税輸入仕入8%（共通）
ｳ5 輸入10% 課税輸入仕入10%（共通）
ｳ6 輸入8%軽 課税輸入仕入8%（軽）（共通）
ｴ1 輸入返3% 課税輸入仕入の返還3%（共通）
ｴ2 輸入返4.5% 課税輸入仕入の返還4.5%（共通）
ｴ3 輸入返5% 課税輸入仕入の返還5%（共通）
ｴ4 輸入返8% 課税輸入仕入の返還8%（共通）
ｴ5 輸入返10% 課税輸入仕入の返還10%（共通）
ｴ6 輸入返8%軽 課税輸入仕入の返還8%（軽）（共通）
ｵ1 輸入(課)3% 課税売上対応課税輸入仕入3% ※1
ｵ2 輸入(課)4.5% 課税売上対応課税輸入仕入4.5% ※1
ｵ3 輸入(課)5% 課税売上対応課税輸入仕入5% ※1
ｵ4 輸入(課)8% 課税売上対応課税輸入仕入8% ※1

◆参考資料 税区分一覧表
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コード 略称 説明文 備考
ｵ5 輸入(課)10% 課税売上対応課税輸入仕入10% ※1
ｵ6 輸入(課)8%軽 課税売上対応課税輸入仕入8%（軽） ※1
ｶ1 輸入返(課)3% 課税売上対応課税輸入仕入の返還3% ※1
ｶ2 輸入返(課)4.5% 課税売上対応課税輸入仕入の返還4.5% ※1
ｶ3 輸入返(課)5% 課税売上対応課税輸入仕入の返還5% ※1
ｶ4 輸入返(課)8% 課税売上対応課税輸入仕入の返還8% ※1
ｶ5 輸入返(課)10% 課税売上対応課税輸入仕入の返還10% ※1
ｶ6 輸入返(課)8%軽 課税売上対応課税輸入仕入の返還8%（軽） ※1
ｷ1 輸入(非)3% 非課税売上対応課税輸入仕入3% ※1
ｷ2 輸入(非)4.5% 非課税売上対応課税輸入仕入4.5% ※1
ｷ3 輸入(非)5% 非課税売上対応課税輸入仕入5% ※1
ｷ4 輸入(非)8% 非課税売上対応課税輸入仕入8% ※1
ｷ5 輸入(非)10% 非課税売上対応課税輸入仕入10% ※1
ｷ6 輸入(非)8%軽 非課税売上対応課税輸入仕入8%（軽） ※1
ｸ1 輸入返(非)3% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還3% ※1
ｸ2 輸入返(非)4.5% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還4.5% ※1
ｸ3 輸入返(非)5% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還5% ※1
ｸ4 輸入返(非)8% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還8% ※1
ｸ5 輸入返(非)10% 非課税売上対応課税輸入仕入の返還10% ※1
ｸ6 輸入返(非)8%軽 非課税売上対応課税輸入仕入の返還8%（軽） ※1
ｹ3 輸入地方 課税輸入仕入の地方消費税分
ｺ4 特仕入8% 特定課税仕入8%（共通）
ｺ5 特仕入10% 特定課税仕入10%（共通）
ｻ4 特仕返8% 特定課税仕入の返還8%（共通）
ｻ5 特仕返10% 特定課税仕入の返還10%（共通）
ｽ4 特仕入(課)8% 課税売上対応特定課税仕入8% ※1
ｽ5 特仕入(課)10% 課税売上対応特定課税仕入10% ※1
ｾ4 特仕返(課)8% 課税売上対応特定課税仕入の返還8% ※1
ｾ5 特仕返(課)10% 課税売上対応特定課税仕入の返還10% ※1
ﾀ4 特仕入(非)8% 非課税売上対応特定課税仕入8% ※1
ﾀ5 特仕入(非)10% 非課税売上対応特定課税仕入10% ※1
ﾁ4 特仕返(非)8% 非課税売上対応特定課税仕入の返還8% ※1
ﾁ5 特仕返(非)10% 非課税売上対応特定課税仕入の返還10% ※1
ﾃ4 控外仕入8% 控除対象外課税仕入8%
ﾃ5 控外仕入10% 控除対象外課税仕入10%
ﾄ4 控外仕返8% 控除対象外課税仕入の返還8%
ﾄ5 控外仕返10% 控除対象外課税仕入の返還10%

※1 課税方式を「一般課税（個別対応方式）」に選択している場合のみ使用できます。
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コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11110010 現預金 現金 ｹﾞﾝｷﾝ
11110020 現預金 小口現金 ｺｸﾞﾁｹﾞﾝｷﾝ
11111010 現預金 当座預金 ﾄｳｻﾞﾖｷﾝ
11111020 現預金 普通預金 ﾌﾂｳﾖｷﾝ
11111040 現預金 通知預金 ﾂｳﾁﾖｷﾝ
11111050 現預金 納税準備預金 ﾉｳｾﾞｲｼﾞｭﾝﾋﾞﾖｷﾝ
11111060 現預金 貯蓄預金 ﾁｮﾁｸﾖｷﾝ
11111070 現預金 その他の流動性預金 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｾｲﾖｷﾝ
11111110 現預金 郵便振替貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾌﾘｶｴﾁｮｷﾝ
11111120 現預金 郵便貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾁｮｷﾝ
11112010 現預金 定期預金 ﾃｲｷﾖｷﾝ
11112020 現預金 定期積金 ﾃｲｷﾂﾐｷﾝ
11112030 現預金 別段預金 ﾍﾞﾂﾀﾞﾝﾖｷﾝ
11112040 現預金 特定金銭信託 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸ
11112050 現預金 その他の固定性預金 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｾｲﾖｷﾝ
11112060 現預金 その他の預金 ｿﾉﾀﾉﾖｷﾝ
11120010 医業債権 受取手形 ｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11120020 医業債権 医業未収金 ｲｷﾞｮｳﾐｼｭｳｷﾝ
11120040 医業債権 電子記録債権 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11120080 医業債権 その他の売上債権 ｿﾉﾀﾉｳﾘｱｹﾞｻｲｹﾝ
11120081 医業債権 その他の医業収益未収入金 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｼｭｳｴｷﾐｼｭｳﾆｭｳｷﾝ
11120090 医業債権 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
11130010 当座資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11130030 当座資産 その他の当座資産 ｿﾉﾀﾉﾄｳｻﾞｼｻﾝ
11140002 棚卸資産 医薬品 ｲﾔｸﾋﾝ
11140004 棚卸資産 診療材料 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140006 棚卸資産 給食用材料 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140008 棚卸資産 医療消耗備品 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳﾋﾞﾋﾝ
11140010 棚卸資産 商品 ｼｮｳﾋﾝ
11140060 棚卸資産 貯蔵品 ﾁｮｿﾞｳﾋﾝ
11140080 棚卸資産 その他の棚卸資産 ｿﾉﾀﾉﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝ
11150010 その他の流動資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11150020 その他の流動資産 前渡金 ﾏｴﾜﾀｼｷﾝ
11150030 その他の流動資産 前払費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11150040 その他の流動資産 未収収益 ﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11150050 その他の流動資産 未収利息 ﾐｼｭｳﾘｿｸ
11150060 その他の流動資産 短期貸付金 ﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150075 その他の流動資産 関係会社短期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150076 その他の流動資産 役職員等短期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150077 その他の流動資産 他会計短期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150080 その他の流動資産 立替金 ﾀﾃｶｴｷﾝ
11150090 その他の流動資産 仮払金 ｶﾘﾊﾞﾗｲｷﾝ
11150100 その他の流動資産 仮払消費税等 ｶﾘﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150110 その他の流動資産 預け金 ｱｽﾞｹｷﾝ
11150120 その他の流動資産 不渡手形 ﾌﾜﾀﾘﾃｶﾞﾀ
11150125 その他の流動資産 支払不能電子記録債権 ｼﾊﾗｲﾌﾉｳﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11150130 その他の流動資産 未収金 ﾐｼｭｳｷﾝ
11150140 その他の流動資産 未収消費税等 ﾐｼｭｳｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150150 その他の流動資産 未収還付法人税等 ﾐｼｭｳｶﾝﾌﾟﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
11150155 その他の流動資産 医業外電子記録債権 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11150161 その他の流動資産 医業外受取手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11150163 その他の流動資産 金銭の信託 ｷﾝｾﾝﾉｼﾝﾀｸ
11150165 その他の流動資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11150169 その他の流動資産 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
11150170 その他の流動資産 その他の流動資産 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｼｻﾝ
11150180 その他の流動資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
11210010 有形固定資産 建物 ﾀﾃﾓﾉ
11210020 有形固定資産 建物付属設備 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞ
11210030 有形固定資産 構築物 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂ
11210035 有形固定資産 医療用器械備品 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210040 有形固定資産 機械装置 ｷｶｲｿｳﾁ
11210050 有形固定資産 船舶 ｾﾝﾊﾟｸ
11210055 有形固定資産 航空機 ｺｳｸｳｷ
11210060 有形固定資産 車両運搬具 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞ
11210070 有形固定資産 その他の器械備品 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210071 有形固定資産 工具 ｺｳｸﾞ
11210080 有形固定資産 一括償却資産 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝ
11210085 有形固定資産 放射性同位元素 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿ
11210090 有形固定資産 その他の有形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11210095 有形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11210100 有形固定資産 土地 ﾄﾁ
11210110 有形固定資産 建設仮勘定 ｹﾝｾﾂｶﾘｶﾝｼﾞｮｳ
11210120 有形固定資産 減価償却累計額 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210130 有形固定資産 建物減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210140 有形固定資産 建物付属設備減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210150 有形固定資産 構築物減価償却累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210155 有形固定資産 医療用器械備品減価償却累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210160 有形固定資産 機械装置減価償却累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210170 有形固定資産 船舶減価償却累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210175 有形固定資産 航空機減価償却累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210180 有形固定資産 車両運搬具減価償却累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210190 有形固定資産 その他器械備品減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210191 有形固定資産 工具減価償却累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210200 有形固定資産 一括償却資産減価償却累計額 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210205 有形固定資産 放射性同位元素減価償却累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210210 有形固定資産 他有形固定資産減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210220 有形固定資産 リース資産減価償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211120 有形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211130 有形固定資産 建物減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211140 有形固定資産 建物付属設備減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211150 有形固定資産 構築物減損損失累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211155 有形固定資産 医療用器械備品減損損失累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211160 有形固定資産 機械装置減損損失累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211170 有形固定資産 船舶減損損失累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211175 有形固定資産 航空機減損損失累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211180 有形固定資産 車両運搬具減損損失累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211190 有形固定資産 その他器械備品減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211191 有形固定資産 工具減損損失累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211205 有形固定資産 放射性同位元素減損損失累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211210 有形固定資産 他有形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ

◆参考資料 勘定科目属性一覧表（平成29年4月1日以前）

90



コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11211220 有形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220010 無形固定資産 のれん ﾉﾚﾝ
11220020 無形固定資産 借地権 ｼｬｸﾁｹﾝ
11220030 無形固定資産 電話加入権 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝ
11220040 無形固定資産 施設利用権 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝ
11220050 無形固定資産 工業所有権 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝ
11220051 無形固定資産 特許権 ﾄｯｷｮｹﾝ
11220052 無形固定資産 実用新案権 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝ
11220053 無形固定資産 意匠権 ｲｼｮｳｹﾝ
11220054 無形固定資産 商標権 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝ
11220070 無形固定資産 ソフトウェア ｿﾌﾄｳｪｱ
11220075 無形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11220080 無形固定資産 その他の無形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11220100 無形固定資産 償却累計額 ｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220110 無形固定資産 のれん償却累計額 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220120 無形固定資産 借地権償却累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220130 無形固定資産 電話加入権償却累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220140 無形固定資産 施設利用権償却累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220150 無形固定資産 工業所有権償却累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220151 無形固定資産 特許権償却累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220152 無形固定資産 実用新案権償却累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220153 無形固定資産 意匠権償却累計額 ｲｼｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220154 無形固定資産 商標権償却累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220170 無形固定資産 ソフトウェア償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220175 無形固定資産 リース資産償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220180 無形固定資産 他無形固定資産償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221100 無形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221110 無形固定資産 のれん減損損失累計額 ﾉﾚﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221120 無形固定資産 借地権減損損失累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221130 無形固定資産 電話加入権減損損失累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221140 無形固定資産 施設利用権減損損失累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221150 無形固定資産 工業所有権減損損失累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221151 無形固定資産 特許権減損損失累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221152 無形固定資産 実用新案権減損損失累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221153 無形固定資産 意匠権減損損失累計額 ｲｼｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221154 無形固定資産 商標権減損損失累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221170 無形固定資産 ソフトウェア減損損失累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221175 無形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221180 無形固定資産 他無形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11230010 その他の資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230020 その他の資産 関係会社株式 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷ
11230023 その他の資産 関係会社社債 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｬｻｲ
11230025 その他の資産 その他の関係会社有価証券 ｿﾉﾀﾉｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230030 その他の資産 出資金 ｼｭｯｼｷﾝ
11230040 その他の資産 関係会社出資金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｭｯｼｷﾝ
11230050 その他の資産 敷金 ｼｷｷﾝ
11230060 その他の資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230070 その他の資産 長期貸付金 ﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230075 その他の資産 保有医療機関債 ﾎﾕｳｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
11230080 その他の資産 関係会社長期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230090 その他の資産 役職員等長期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230096 その他の資産 他会計長期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230100 その他の資産 長期前払費用 ﾁｮｳｷﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11230110 その他の資産 入会金 ﾆｭｳｶｲｷﾝ
11230120 その他の資産 長期未収収益 ﾁｮｳｷﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11230130 その他の資産 権利金 ｹﾝﾘｷﾝ
11230140 その他の資産 差入保証金 ｻｼｲﾚﾎｼｮｳｷﾝ
11230150 その他の資産 保険積立金 ﾎｹﾝﾂﾐﾀﾃｷﾝ
11230160 その他の資産 長期性預金 ﾁｮｳｷｾｲﾖｷﾝ
11230165 その他の資産 医業外受取手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11230167 その他の資産 医業外電子記録債権 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11230170 その他の資産 破産更生債権 ﾊｻﾝｺｳｾｲｻｲｹﾝ
11230175 その他の資産 土地再評価による繰延税金資産 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶﾆﾖﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230180 その他の資産 投資不動産 ﾄｳｼﾌﾄﾞｳｻﾝ
11230195 その他の資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11230196 その他の資産 繰延ヘッジ損失 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｼﾂ
11230197 その他の資産 前払年金費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾈﾝｷﾝﾋﾖｳ
11230200 その他の資産 その他の固定資産 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｼｻﾝ
11230210 その他の資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
12110010 仕入債務 支払手形 ｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12110020 仕入債務 買掛金 ｶｲｶｹｷﾝ
12110040 仕入債務 電子記録債務 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12110090 仕入債務 その他の仕入債務 ｿﾉﾀﾉｼｲﾚｻｲﾑ
12120010 その他の流動負債 短期借入金 ﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120025 その他の流動負債 関係会社短期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120026 その他の流動負債 役職員等短期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120027 その他の流動負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12120028 その他の流動負債 他会計短期借入金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120030 その他の流動負債 一年内返済長期借入金 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120040 その他の流動負債 一年内償還社会医療法人債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12120057 その他の流動負債 一年内償還医療機関債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12120060 その他の流動負債 一年内返済リース債務 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾘｰｽｻｲﾑ
12120070 その他の流動負債 未払金 ﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120080 その他の流動負債 設備関係未払金 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120090 その他の流動負債 未払法人税等 ﾐﾊﾞﾗｲﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
12120100 その他の流動負債 未払事業税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲﾄｳ
12120110 その他の流動負債 未払消費税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120130 その他の流動負債 未払役員賞与 ﾐﾊﾞﾗｲﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ
12120140 その他の流動負債 未払給与 ﾐﾊﾞﾗｲｷｭｳﾖ
12120150 その他の流動負債 未払費用 ﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12120155 その他の流動負債 未払利息 ﾐﾊﾞﾗｲﾘｿｸ
12120160 その他の流動負債 前受金 ﾏｴｳｹｷﾝ
12120180 その他の流動負債 預り金 ｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120190 その他の流動負債 従業員預り金 ｼﾞｭｳｷﾞｮｳｲﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120200 その他の流動負債 源泉預り金 ｹﾞﾝｾﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120220 その他の流動負債 特別預り金 ﾄｸﾍﾞﾂｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120230 その他の流動負債 社保預り金 ｼｬﾎｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120240 その他の流動負債 その他の預り金 ｿﾉﾀﾉｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120245 その他の流動負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12120247 その他の流動負債 入院保証金 ﾆｭｳｲﾝﾎｼｮｳｷﾝ
12120250 その他の流動負債 前受収益 ﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12120260 その他の流動負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
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12120300 その他の流動負債 賞与引当金 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120310 その他の流動負債 役員賞与引当金 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120390 その他の流動負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
12120410 その他の流動負債 仮受金 ｶﾘｳｹｷﾝ
12120420 その他の流動負債 仮受消費税等 ｶﾘｳｹｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120438 その他の流動負債 医業外電子記録債務 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12120440 その他の流動負債 設備関係支払手形 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12120442 その他の流動負債 医業外支払手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12120444 その他の流動負債 コマーシャルペーパー ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ
12120445 その他の流動負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12120446 その他の流動負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
12120489 その他の流動負債 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
12120490 その他の流動負債 その他の流動負債 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳﾌｻｲ
12120510 その他の流動負債 割引手形 ﾜﾘﾋﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120520 その他の流動負債 裏書手形 ｳﾗｶﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120530 その他の流動負債 割引電子記録債権 ﾜﾘﾋﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12120540 その他の流動負債 裏書電子記録債権 ｳﾗｶﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12200010 固定負債 社会医療法人債 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12200035 固定負債 医療機関債 ｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12200040 固定負債 長期借入金 ﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200045 固定負債 関係会社長期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200046 固定負債 役職員等長期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200047 固定負債 他会計長期借入金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200050 固定負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12200070 固定負債 長期未払金 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200080 固定負債 長期設備支払手形 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12200090 固定負債 長期設備未払金 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200095 固定負債 医業外支払手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12200097 固定負債 医業外電子記録債務 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12200100 固定負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12200110 固定負債 長期預り金 ﾁｮｳｷｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12200120 固定負債 長期前受収益 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12200130 固定負債 長期未払費用 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12200140 固定負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200150 固定負債 再評価に係る繰延税金負債 ｻｲﾋｮｳｶﾆｶｶﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200165 固定負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12200166 固定負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
固定負債 退職給付引当金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝ
12200205 固定負債 長期前受補助金 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹﾎｼﾞｮｷﾝ
12200210 固定負債 のれん ﾉﾚﾝ
12200290 固定負債 その他の固定負債 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲﾌｻｲ
12300010 固定負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
13100010 資本金 資本金 ｼﾎﾝｷﾝ
13200010 資本剰余金 資本準備金 ｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ
13200045 資本剰余金 国庫等補助金 ｺｯｺﾄｳﾎｼﾞｮｷﾝ
13200047 資本剰余金 指定寄付金 ｼﾃｲｷﾌｷﾝ
13200050 資本剰余金 資本準備金減少額 ｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｶﾞｸ
13200060 資本剰余金 資本金及び資本準備金減少差益 ｼﾎﾝｷﾝｵﾖﾋﾞｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｻｴｷ
13200080 資本剰余金 保険差益積立金 ﾎｹﾝｻｴｷﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13320010 利益剰余金 利益準備金 ﾘｴｷｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ
13320015 利益剰余金 代替基金 ﾀﾞｲﾀｲｷｷﾝ
13320020 利益剰余金 別途積立金 ﾍﾞｯﾄﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13320021 利益剰余金 その他の任意積立金 ｿﾉﾀﾉﾆﾝｲﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13320022 利益剰余金 退職給付積立金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13320023 利益剰余金 役員退職積立金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13320060 利益剰余金 海外投資等損失準備金 ｶｲｶﾞｲﾄｳｼﾄｳｿﾝｼﾂｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ
13320070 利益剰余金 特別償却準備金 ﾄｸﾍﾞﾂｼｮｳｷｬｸｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ
13320080 利益剰余金 固定資産圧縮積立金 ｺﾃｲｼｻﾝｱｯｼｭｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ
13325110 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 ｿﾉﾀﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325210 評価・換算差額等 繰延ヘッジ損益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｴｷ
13325310 評価・換算差額等 土地再評価差額金 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325510 評価・換算差額等 その他の評価・換算差額等 ｿﾉﾀﾉﾋｮｳｶｶﾝｻﾝｻｶﾞｸﾄｳ
13328010 基金 基金 ｷｷﾝ
13330010 繰越利益剰余金 繰越利益剰余金 ｸﾘｺｼﾘｴｷｼﾞｮｳﾖｷﾝ
13400010 本支店 本店 ﾎﾝﾃﾝ
13400020 本支店 支店 ｼﾃﾝ
13510010 対照勘定 保証債務見返 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾐｶｴﾘ
13510020 対照勘定 担保提供固定資産見返 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝﾐｶｴﾘ
13520010 対照勘定 保証債務 ﾎｼｮｳｻｲﾑ
13520020 対照勘定 担保提供固定資産 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝ
19900010 諸口 諸口 ｼｮｸﾁ
21500010 医業収益（医業） 入院保険窓口収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ
21500015 医業収益（医業） 入院保険請求収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ
21500017 医業収益（医業） 入院自由診療収益 ﾆｭｳｲﾝｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500020 医業収益（医業） 室料差額収益 ｼﾂﾘｮｳｻｶﾞｸｼｭｳｴｷ
21500030 医業収益（医業） 外来保険窓口収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ
21500035 医業収益（医業） 外来保険請求収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ
21500037 医業収益（医業） 外来自由診療収益 ｶﾞｲﾗｲｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500040 医業収益（医業） その他の保険診療収益 ｿﾉﾀﾉﾎｹﾝｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500050 医業収益（医業） 保健予防活動収益 ﾎｹﾝﾖﾎﾞｳｶﾂﾄﾞｳｼｭｳｴｷ
21500060 医業収益（医業） 受託検査・施設利用収益 ｼﾞｭﾀｸｹﾝｻｼｾﾂﾘﾖｳｼｭｳｴｷ
21500110 医業収益（医業） その他の医業収益 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｼｭｳｴｷ
21500510 医業収益（その他） 売上高 ｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ
21500520 医業収益（その他） 非課税売上高 ﾋｶｾﾞｲｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ
21500540 医業収益（その他） 売上値引戻り高 ｳﾘｱｹﾞﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞﾘﾀﾞｶ
21500550 医業収益（その他） 売上割戻し高 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
21500610 医業収益（その他） 収入 ｼｭｳﾆｭｳ
21501010 医業収益（査定減） 保険等査定減 ﾎｹﾝﾄｳｻﾃｲｹﾞﾝ
22100010 医業費用（売上原価） 期首商品棚卸高 ｷｼｭｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ
22100020 医業費用（売上原価） 商品仕入高 ｼｮｳﾋﾝｼｲﾚﾀﾞｶ
22100030 医業費用（売上原価） 外注費 ｶﾞｲﾁｭｳﾋ
22100040 医業費用（売上原価） 非課税仕入高 ﾋｶｾﾞｲｼｲﾚﾀﾞｶ
22100050 医業費用（売上原価） 仕入値引戻し高 ｼｲﾚﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
22100060 医業費用（売上原価） 仕入割戻し高 ｼｲﾚﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
22100070 医業費用（売上原価） 他勘定受入高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳｳｹｲﾚﾀﾞｶ
22100080 医業費用（売上原価） 期末商品棚卸高 ｷﾏﾂｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ
22100090 医業費用（売上原価） 他勘定振替高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳﾌﾘｶｴﾀﾞｶ
22100100 医業費用（売上原価） 商品評価損 ｼｮｳﾋﾝﾋｮｳｶｿﾝ
28000010 医業費用（材料費） 医薬品費 ｲﾔｸﾋﾝﾋ
28000020 医業費用（材料費） 診療材料費 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
28000030 医業費用（材料費） 医療消耗器具備品費 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ
28000040 医業費用（材料費） 給食用材料費 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
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28000100 医業費用（材料費） その他の医業原価 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｹﾞﾝｶ
28001010 医業費用（給与費） 給料 ｷｭｳﾘｮｳ
28001020 医業費用（給与費） 賞与 ｼｮｳﾖ
28001030 医業費用（給与費） 役員報酬 ﾔｸｲﾝﾎｳｼｭｳ
28001040 医業費用（給与費） 役員賞与 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ
28001050 医業費用（給与費） 退職給付費用 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋﾖｳ
28001060 医業費用（給与費） 適格退職年金掛金 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｹｷﾝ
28001070 医業費用（給与費） 退職金 ﾀｲｼｮｸｷﾝ
28001080 医業費用（給与費） 退職金掛金 ﾀｲｼｮｸｷﾝｶｹｷﾝ
28001090 医業費用（給与費） 雑給 ｻﾞｯｷｭｳ
28001100 医業費用（給与費） 賞与引当金繰入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001110 医業費用（給与費） 役員賞与引当金繰入額 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001120 医業費用（給与費） 退職給付引当金繰入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001130 医業費用（給与費） 役員退職慰労引当金繰入額 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001140 医業費用（給与費） 法定福利費 ﾎｳﾃｲﾌｸﾘﾋ
28001200 医業費用（給与費） その他の人件費 ｿﾉﾀﾉｼﾞﾝｹﾝﾋ
28002010 医業費用（委託費） 検査委託費 ｹﾝｻｲﾀｸﾋ
28002020 医業費用（委託費） 給食委託費 ｷｭｳｼｮｸｲﾀｸﾋ
28002030 医業費用（委託費） 寝具委託費 ｼﾝｸﾞｲﾀｸﾋ
28002040 医業費用（委託費） 医事委託費 ｲｼﾞｲﾀｸﾋ
28002050 医業費用（委託費） 清掃委託費 ｾｲｿｳｲﾀｸﾋ
28002060 医業費用（委託費） 保守委託費 ﾎｼｭｲﾀｸﾋ
28002070 医業費用（委託費） その他の委託費 ｿﾉﾀﾉｲﾀｸﾋ
28003010 医業費用（設備関係費） 減価償却費 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾋ
28003020 医業費用（設備関係費） 器機賃借料 ｷｷﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ
28003030 医業費用（設備関係費） 地代家賃 ﾁﾀﾞｲﾔﾁﾝ
28003040 医業費用（設備関係費） 修繕費 ｼｭｳｾﾞﾝﾋ
28003050 医業費用（設備関係費） 固定資産税等 ｺﾃｲｼｻﾝｾﾞｲﾄｳ
28003060 医業費用（設備関係費） 器機保守料 ｷｷﾎｼｭﾘｮｳ
28003070 医業費用（設備関係費） 器機設備保険料 ｷｷｾﾂﾋﾞﾎｹﾝﾘｮｳ
28003080 医業費用（設備関係費） 車両関係費 ｼｬﾘｮｳｶﾝｹｲﾋ
28004010 医業費用（研究研修費） 研究費 ｹﾝｷｭｳﾋ
28004020 医業費用（研究研修費） 研修費 ｹﾝｼｭｳﾋ
28005010 医業費用（経費） 福利厚生費 ﾌｸﾘｺｳｾｲﾋ
28005020 医業費用（経費） 旅費交通費 ﾘｮﾋｺｳﾂｳﾋ
28005030 医業費用（経費） 職員被服費 ｼｮｸｲﾝﾋﾌｸﾋ
28005040 医業費用（経費） 通信費 ﾂｳｼﾝﾋ
28005050 医業費用（経費） 広告宣伝費 ｺｳｺｸｾﾝﾃﾞﾝﾋ
28005060 医業費用（経費） 消耗品費 ｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ
28005070 医業費用（経費） 消耗器具備品費 ｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ
28005080 医業費用（経費） 会議費 ｶｲｷﾞﾋ
28005090 医業費用（経費） 水道光熱費 ｽｲﾄﾞｳｺｳﾈﾂﾋ
28005100 医業費用（経費） 保険料 ﾎｹﾝﾘｮｳ
28005110 医業費用（経費） 交際費 ｺｳｻｲﾋ
28005120 医業費用（経費） 諸会費 ｼｮｶｲﾋ
28005130 医業費用（経費） 租税公課 ｿｾﾞｲｺｳｶ
28005140 医業費用（経費） 医業貸倒損失 ｲｷﾞｮｳｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
28005150 医業費用（経費） 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28005160 医業費用（経費） 荷造包装費 ﾆﾂﾞｸﾘﾎｳｿｳﾋ
28005170 医業費用（経費） 運賃 ｳﾝﾁﾝ
28005180 医業費用（経費） 見本費 ﾐﾎﾝﾋ
28005190 医業費用（経費） 採用教育費 ｻｲﾖｳｷｮｳｲｸﾋ
28005200 医業費用（経費） 募集費 ﾎﾞｼｭｳﾋ
28005210 医業費用（経費） 賃借料 ﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ
28005220 医業費用（経費） リース料 ﾘｰｽﾘｮｳ
28005230 医業費用（経費） 事務用消耗品費 ｼﾞﾑﾖｳｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ
28005240 医業費用（経費） 支払手数料 ｼﾊﾗｲﾃｽｳﾘｮｳ
28005250 医業費用（経費） 支払報酬 ｼﾊﾗｲﾎｳｼｭｳ
28005260 医業費用（経費） 事業税 ｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲ
28005270 医業費用（経費） 寄付金 ｷﾌｷﾝ
28005280 医業費用（経費） 燃料費 ﾈﾝﾘｮｳﾋ
28005290 医業費用（経費） 新聞図書費 ｼﾝﾌﾞﾝﾄｼｮﾋ
28005300 医業費用（経費） のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
28005310 医業費用（経費） 棚卸減耗費 ﾀﾅｵﾛｼｹﾞﾝﾓｳﾋ
28005320 医業費用（経費） 保管料 ﾎｶﾝﾘｮｳ
28005330 医業費用（経費） 特許権使用料 ﾄｯｷｮｹﾝｼﾖｳﾘｮｳ
28005340 医業費用（経費） 調査費 ﾁｮｳｻﾋ
28005350 医業費用（経費） 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ
28005360 医業費用（経費） 開発費 ｶｲﾊﾂﾋ
28005370 医業費用（経費） 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ
28005380 医業費用（経費） 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
28005390 医業費用（経費） その他の医業費用 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳﾋﾖｳ
28005400 医業費用（経費） 雑費 ｻﾞｯﾋﾟ
28006010 医業費用（控除外税） 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ
28007010 医業費用（本部費） 本部費配賦額 ﾎﾝﾌﾞﾋﾊｲﾌｶﾞｸ
31100010 医業外収益 受取利息 ｳｹﾄﾘﾘｿｸ
31100020 医業外収益 受取配当金 ｳｹﾄﾘﾊｲﾄｳｷﾝ
31100030 医業外収益 仕入割引 ｼｲﾚﾜﾘﾋﾞｷ
31100040 医業外収益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
31100050 医業外収益 受取手数料 ｳｹﾄﾘﾃｽｳﾘｮｳ
31100060 医業外収益 受取家賃 ｳｹﾄﾘﾔﾁﾝ
31100070 医業外収益 受取リース料 ｳｹﾄﾘﾘｰｽﾘｮｳ
31100080 医業外収益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100090 医業外収益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100110 医業外収益 為替差益 ｶﾜｾｻｴｷ
31100120 医業外収益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ
31100136 医業外収益 保証債務取崩益 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾄﾘｸｽﾞｼｴｷ
31100140 医業外収益 その他の医業外収益 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼｭｳｴｷ
31100150 医業外収益 雑収入 ｻﾞｯｼｭｳﾆｭｳ
31100160 医業外収益 有価証券評価益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｴｷ
31100170 医業外収益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ
31100180 医業外収益 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
31100190 医業外収益 運営費補助金収益 ｳﾝｴｲﾋﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ
31100200 医業外収益 施設設備補助金収益 ｼｾﾂｾﾂﾋﾞﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ
31100210 医業外収益 患者外給食収益 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸｼｭｳｴｷ
31100220 医業外収益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100230 医業外収益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ
31200010 医業外費用 支払利息 ｼﾊﾗｲﾘｿｸ
31200020 医業外費用 社会医療法人債利息 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾘｿｸ
31200030 医業外費用 売上割引 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾋﾞｷ
31200040 医業外費用 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
31200050 医業外費用 手形売却損 ﾃｶﾞﾀﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ

93



コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
31200055 医業外費用 電子記録債権売却損 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
31200060 医業外費用 医業外貸倒損失 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
31200065 医業外費用 創立費 ｿｳﾘﾂﾋ
31200066 医業外費用 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ
31200070 医業外費用 繰延資産償却 ｸﾘﾉﾍﾞｼｻﾝｼｮｳｷｬｸ
31200071 医業外費用 創立費償却 ｿｳﾘﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
31200072 医業外費用 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ
31200073 医業外費用 社会医療法人債発行差金償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳｻｷﾝｼｮｳｷｬｸ
31200080 医業外費用 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ
31200100 医業外費用 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ
31200130 医業外費用 為替差損 ｶﾜｾｻｿﾝ
31200136 医業外費用 保証債務費用 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾋﾖｳ
31200140 医業外費用 その他の医業外費用 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾋﾖｳ
31200150 医業外費用 雑損失 ｻﾞｯｿﾝｼﾂ
31200170 医業外費用 社会医療法人債発行費等償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳｼｮｳｷｬｸ
31200180 医業外費用 有価証券償還損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝｼｮｳｶﾝｿﾝ
31200200 医業外費用 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ
31200210 医業外費用 貸倒引当金医業外繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｲｷﾞｮｳｶﾞｲｸﾘｲﾚｶﾞｸ
31200230 医業外費用 社会医療法人債発行費等 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳ
31200240 医業外費用 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
31200250 医業外費用 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
31200260 医業外費用 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ
31200270 医業外費用 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ
31200280 医業外費用 コマーシャルペーパー利息 ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰﾘｿｸ
31200290 医業外費用 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ
31200300 医業外費用 患者外給食用材料費 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
31200310 医業外費用 診療費減免額 ｼﾝﾘｮｳﾋｹﾞﾝﾒﾝｶﾞｸ
32100010 臨時収益 前期損益修正益 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｴｷ
32100020 臨時収益 固定資産売却益 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100040 臨時収益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100045 臨時収益 関係会社株式売却益 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100050 臨時収益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100070 臨時収益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100080 臨時収益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100090 臨時収益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ
32100100 臨時収益 債務免除益 ｻｲﾑﾒﾝｼﾞｮｴｷ
32100110 臨時収益 その他の臨時収益 ｿﾉﾀﾉﾘﾝｼﾞｼｭｳｴｷ
32100120 臨時収益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ
32100130 臨時収益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ
32100140 臨時収益 負ののれん発生益 ﾌﾉﾉﾚﾝﾊｯｾｲｴｷ
32200010 臨時費用 前期損益修正損 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｿﾝ
32200020 臨時費用 固定資産売却損 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200030 臨時費用 固定資産除却損 ｺﾃｲｼｻﾝｼﾞｮｷｬｸｿﾝ
32200050 臨時費用 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200060 臨時費用 貸倒損失 ｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
32200080 臨時費用 災害損失 ｻｲｶﾞｲｿﾝｼﾂ
32200100 臨時費用 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200110 臨時費用 役員退職慰労金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳｷﾝ
32200115 臨時費用 減損損失 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂ
32200120 臨時費用 関係会社等整理損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾄｳｾｲﾘｿﾝ
32200130 臨時費用 特別退職金 ﾄｸﾍﾞﾂﾀｲｼｮｸｷﾝ
32200140 臨時費用 和解損失金 ﾜｶｲｿﾝｼﾂｷﾝ
32200150 臨時費用 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ
32200160 臨時費用 不動産処分損 ﾌﾄﾞｳｻﾝｼｮﾌﾞﾝｿﾝ
32200170 臨時費用 移転費用 ｲﾃﾝﾋﾖｳ
32200180 臨時費用 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ
32200200 臨時費用 その他の臨時費用 ｿﾉﾀﾉﾘﾝｼﾞﾋﾖｳ
32200220 臨時費用 特定金銭信託解約損 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸｶｲﾔｸｿﾝ
32200240 臨時費用 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ
32200250 臨時費用 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200260 臨時費用 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
32200270 臨時費用 出資金評価損 ｼｭｯｼｷﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200280 臨時費用 関係会社株式評価損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾋｮｳｶｿﾝ
32200290 臨時費用 関係会社株式売却損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200300 臨時費用 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ
32200310 臨時費用 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ
33100010 法人税等 法人税等 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
33100020 法人税等 法人税等追徴額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾂｲﾁｮｳｶﾞｸ
33100030 法人税等 法人税等還付額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳｶﾝﾌﾟｶﾞｸ
33100040 法人税等 法人税等調整額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾁｮｳｾｲｶﾞｸ
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コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11110010 現預金 現金 ｹﾞﾝｷﾝ
11110020 現預金 小口現金 ｺｸﾞﾁｹﾞﾝｷﾝ
11111010 現預金 当座預金 ﾄｳｻﾞﾖｷﾝ
11111020 現預金 普通預金 ﾌﾂｳﾖｷﾝ
11111040 現預金 通知預金 ﾂｳﾁﾖｷﾝ
11111050 現預金 納税準備預金 ﾉｳｾﾞｲｼﾞｭﾝﾋﾞﾖｷﾝ
11111060 現預金 貯蓄預金 ﾁｮﾁｸﾖｷﾝ
11111070 現預金 その他の流動性預金 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｾｲﾖｷﾝ
11111110 現預金 郵便振替貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾌﾘｶｴﾁｮｷﾝ
11111120 現預金 郵便貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾁｮｷﾝ
11112010 現預金 定期預金 ﾃｲｷﾖｷﾝ
11112020 現預金 定期積金 ﾃｲｷﾂﾐｷﾝ
11112030 現預金 別段預金 ﾍﾞﾂﾀﾞﾝﾖｷﾝ
11112040 現預金 特定金銭信託 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸ
11112050 現預金 その他の固定性預金 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｾｲﾖｷﾝ
11112060 現預金 その他の預金 ｿﾉﾀﾉﾖｷﾝ
11120010 医業債権 受取手形 ｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11120020 医業債権 医業未収金 ｲｷﾞｮｳﾐｼｭｳｷﾝ
11120040 医業債権 電子記録債権 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11120080 医業債権 その他の売上債権 ｿﾉﾀﾉｳﾘｱｹﾞｻｲｹﾝ
11120081 医業債権 その他の医業収益未収入金 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｼｭｳｴｷﾐｼｭｳﾆｭｳｷﾝ
11120090 医業債権 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
11130010 当座資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11130030 当座資産 その他の当座資産 ｿﾉﾀﾉﾄｳｻﾞｼｻﾝ
11140002 棚卸資産 医薬品 ｲﾔｸﾋﾝ
11140004 棚卸資産 診療材料 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140006 棚卸資産 給食用材料 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140008 棚卸資産 医療消耗備品 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳﾋﾞﾋﾝ
11140010 棚卸資産 商品 ｼｮｳﾋﾝ
11140060 棚卸資産 貯蔵品 ﾁｮｿﾞｳﾋﾝ
11140080 棚卸資産 その他の棚卸資産 ｿﾉﾀﾉﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝ
11150010 その他の流動資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11150020 その他の流動資産 前渡金 ﾏｴﾜﾀｼｷﾝ
11150030 その他の流動資産 前払費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11150040 その他の流動資産 未収収益 ﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11150050 その他の流動資産 未収利息 ﾐｼｭｳﾘｿｸ
11150060 その他の流動資産 短期貸付金 ﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150075 その他の流動資産 関係会社短期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150076 その他の流動資産 役職員等短期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150077 その他の流動資産 他会計短期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150080 その他の流動資産 立替金 ﾀﾃｶｴｷﾝ
11150090 その他の流動資産 仮払金 ｶﾘﾊﾞﾗｲｷﾝ
11150100 その他の流動資産 仮払消費税等 ｶﾘﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150110 その他の流動資産 預け金 ｱｽﾞｹｷﾝ
11150120 その他の流動資産 不渡手形 ﾌﾜﾀﾘﾃｶﾞﾀ
11150125 その他の流動資産 支払不能電子記録債権 ｼﾊﾗｲﾌﾉｳﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11150130 その他の流動資産 未収金 ﾐｼｭｳｷﾝ
11150140 その他の流動資産 未収消費税等 ﾐｼｭｳｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150150 その他の流動資産 未収還付法人税等 ﾐｼｭｳｶﾝﾌﾟﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
11150155 その他の流動資産 医業外電子記録債権 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11150161 その他の流動資産 医業外受取手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11150163 その他の流動資産 金銭の信託 ｷﾝｾﾝﾉｼﾝﾀｸ
11150165 その他の流動資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11150169 その他の流動資産 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
11150170 その他の流動資産 その他の流動資産 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｼｻﾝ
11150180 その他の流動資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
11210010 有形固定資産 建物 ﾀﾃﾓﾉ
11210020 有形固定資産 建物付属設備 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞ
11210030 有形固定資産 構築物 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂ
11210035 有形固定資産 医療用器械備品 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210040 有形固定資産 機械装置 ｷｶｲｿｳﾁ
11210050 有形固定資産 船舶 ｾﾝﾊﾟｸ
11210055 有形固定資産 航空機 ｺｳｸｳｷ
11210060 有形固定資産 車両運搬具 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞ
11210070 有形固定資産 その他の器械備品 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210071 有形固定資産 工具 ｺｳｸﾞ
11210080 有形固定資産 一括償却資産 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝ
11210085 有形固定資産 放射性同位元素 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿ
11210090 有形固定資産 その他の有形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11210095 有形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11210100 有形固定資産 土地 ﾄﾁ
11210110 有形固定資産 建設仮勘定 ｹﾝｾﾂｶﾘｶﾝｼﾞｮｳ
11210120 有形固定資産 減価償却累計額 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210130 有形固定資産 建物減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210140 有形固定資産 建物付属設備減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210150 有形固定資産 構築物減価償却累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210155 有形固定資産 医療用器械備品減価償却累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210160 有形固定資産 機械装置減価償却累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210170 有形固定資産 船舶減価償却累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210175 有形固定資産 航空機減価償却累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210180 有形固定資産 車両運搬具減価償却累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210190 有形固定資産 その他器械備品減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210191 有形固定資産 工具減価償却累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210200 有形固定資産 一括償却資産減価償却累計額 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210205 有形固定資産 放射性同位元素減価償却累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210210 有形固定資産 他有形固定資産減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210220 有形固定資産 リース資産減価償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211120 有形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211130 有形固定資産 建物減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211140 有形固定資産 建物付属設備減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211150 有形固定資産 構築物減損損失累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211155 有形固定資産 医療用器械備品減損損失累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211160 有形固定資産 機械装置減損損失累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211170 有形固定資産 船舶減損損失累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211175 有形固定資産 航空機減損損失累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211180 有形固定資産 車両運搬具減損損失累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211190 有形固定資産 その他器械備品減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211191 有形固定資産 工具減損損失累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211205 有形固定資産 放射性同位元素減損損失累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211210 有形固定資産 他有形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
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コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11211220 有形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220010 無形固定資産 のれん ﾉﾚﾝ
11220020 無形固定資産 借地権 ｼｬｸﾁｹﾝ
11220030 無形固定資産 電話加入権 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝ
11220040 無形固定資産 施設利用権 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝ
11220050 無形固定資産 工業所有権 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝ
11220051 無形固定資産 特許権 ﾄｯｷｮｹﾝ
11220052 無形固定資産 実用新案権 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝ
11220053 無形固定資産 意匠権 ｲｼｮｳｹﾝ
11220054 無形固定資産 商標権 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝ
11220070 無形固定資産 ソフトウェア ｿﾌﾄｳｪｱ
11220075 無形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11220080 無形固定資産 その他の無形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11220100 無形固定資産 償却累計額 ｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220110 無形固定資産 のれん償却累計額 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220120 無形固定資産 借地権償却累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220130 無形固定資産 電話加入権償却累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220140 無形固定資産 施設利用権償却累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220150 無形固定資産 工業所有権償却累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220151 無形固定資産 特許権償却累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220152 無形固定資産 実用新案権償却累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220153 無形固定資産 意匠権償却累計額 ｲｼｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220154 無形固定資産 商標権償却累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220170 無形固定資産 ソフトウェア償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220175 無形固定資産 リース資産償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220180 無形固定資産 他無形固定資産償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221100 無形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221110 無形固定資産 のれん減損損失累計額 ﾉﾚﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221120 無形固定資産 借地権減損損失累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221130 無形固定資産 電話加入権減損損失累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221140 無形固定資産 施設利用権減損損失累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221150 無形固定資産 工業所有権減損損失累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221151 無形固定資産 特許権減損損失累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221152 無形固定資産 実用新案権減損損失累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221153 無形固定資産 意匠権減損損失累計額 ｲｼｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221154 無形固定資産 商標権減損損失累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221170 無形固定資産 ソフトウェア減損損失累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221175 無形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221180 無形固定資産 他無形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11230010 その他の資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230020 その他の資産 関係会社株式 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷ
11230023 その他の資産 関係会社社債 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｬｻｲ
11230025 その他の資産 その他の関係会社有価証券 ｿﾉﾀﾉｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230030 その他の資産 出資金 ｼｭｯｼｷﾝ
11230040 その他の資産 関係会社出資金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｭｯｼｷﾝ
11230050 その他の資産 敷金 ｼｷｷﾝ
11230060 その他の資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230070 その他の資産 長期貸付金 ﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230075 その他の資産 保有医療機関債 ﾎﾕｳｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
11230080 その他の資産 関係会社長期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230090 その他の資産 役職員等長期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230096 その他の資産 他会計長期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230100 その他の資産 長期前払費用 ﾁｮｳｷﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11230110 その他の資産 入会金 ﾆｭｳｶｲｷﾝ
11230120 その他の資産 長期未収収益 ﾁｮｳｷﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11230130 その他の資産 権利金 ｹﾝﾘｷﾝ
11230140 その他の資産 差入保証金 ｻｼｲﾚﾎｼｮｳｷﾝ
11230150 その他の資産 保険積立金 ﾎｹﾝﾂﾐﾀﾃｷﾝ
11230160 その他の資産 長期性預金 ﾁｮｳｷｾｲﾖｷﾝ
11230165 その他の資産 医業外受取手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ
11230167 その他の資産 医業外電子記録債権 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11230170 その他の資産 破産更生債権 ﾊｻﾝｺｳｾｲｻｲｹﾝ
11230175 その他の資産 土地再評価による繰延税金資産 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶﾆﾖﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230180 その他の資産 投資不動産 ﾄｳｼﾌﾄﾞｳｻﾝ
11230195 その他の資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11230196 その他の資産 繰延ヘッジ損失 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｼﾂ
11230197 その他の資産 前払年金費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾈﾝｷﾝﾋﾖｳ
11230200 その他の資産 その他の固定資産 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｼｻﾝ
11230210 その他の資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
12110010 仕入債務 支払手形 ｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12110020 仕入債務 買掛金 ｶｲｶｹｷﾝ
12110040 仕入債務 電子記録債務 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12110090 仕入債務 その他の仕入債務 ｿﾉﾀﾉｼｲﾚｻｲﾑ
12120010 その他の流動負債 短期借入金 ﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120025 その他の流動負債 関係会社短期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120026 その他の流動負債 役職員等短期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120027 その他の流動負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12120028 その他の流動負債 他会計短期借入金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120030 その他の流動負債 一年内返済長期借入金 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120040 その他の流動負債 一年内償還社会医療法人債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12120057 その他の流動負債 一年内償還医療機関債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12120060 その他の流動負債 一年内返済リース債務 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾘｰｽｻｲﾑ
12120070 その他の流動負債 未払金 ﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120080 その他の流動負債 設備関係未払金 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120090 その他の流動負債 未払法人税等 ﾐﾊﾞﾗｲﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
12120100 その他の流動負債 未払事業税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲﾄｳ
12120110 その他の流動負債 未払消費税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120130 その他の流動負債 未払役員賞与 ﾐﾊﾞﾗｲﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ
12120140 その他の流動負債 未払給与 ﾐﾊﾞﾗｲｷｭｳﾖ
12120150 その他の流動負債 未払費用 ﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12120155 その他の流動負債 未払利息 ﾐﾊﾞﾗｲﾘｿｸ
12120160 その他の流動負債 前受金 ﾏｴｳｹｷﾝ
12120180 その他の流動負債 預り金 ｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120190 その他の流動負債 従業員預り金 ｼﾞｭｳｷﾞｮｳｲﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120200 その他の流動負債 源泉預り金 ｹﾞﾝｾﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120220 その他の流動負債 特別預り金 ﾄｸﾍﾞﾂｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120230 その他の流動負債 社保預り金 ｼｬﾎｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120240 その他の流動負債 その他の預り金 ｿﾉﾀﾉｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120245 その他の流動負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12120247 その他の流動負債 入院保証金 ﾆｭｳｲﾝﾎｼｮｳｷﾝ
12120250 その他の流動負債 前受収益 ﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12120260 その他の流動負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
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12120300 その他の流動負債 賞与引当金 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120310 その他の流動負債 役員賞与引当金 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120390 その他の流動負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
12120410 その他の流動負債 仮受金 ｶﾘｳｹｷﾝ
12120420 その他の流動負債 仮受消費税等 ｶﾘｳｹｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120438 その他の流動負債 医業外電子記録債務 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12120440 その他の流動負債 設備関係支払手形 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12120442 その他の流動負債 医業外支払手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12120444 その他の流動負債 コマーシャルペーパー ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ
12120445 その他の流動負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12120446 その他の流動負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
12120489 その他の流動負債 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
12120490 その他の流動負債 その他の流動負債 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳﾌｻｲ
12120510 その他の流動負債 割引手形 ﾜﾘﾋﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120520 その他の流動負債 裏書手形 ｳﾗｶﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120530 その他の流動負債 割引電子記録債権 ﾜﾘﾋﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12120540 その他の流動負債 裏書電子記録債権 ｳﾗｶﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12200010 固定負債 社会医療法人債 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12200035 固定負債 医療機関債 ｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12200040 固定負債 長期借入金 ﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200045 固定負債 関係会社長期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200046 固定負債 役職員等長期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200047 固定負債 他会計長期借入金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200050 固定負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12200070 固定負債 長期未払金 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200080 固定負債 長期設備支払手形 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12200090 固定負債 長期設備未払金 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200095 固定負債 医業外支払手形 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12200097 固定負債 医業外電子記録債務 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12200100 固定負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12200110 固定負債 長期預り金 ﾁｮｳｷｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12200120 固定負債 長期前受収益 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12200130 固定負債 長期未払費用 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12200140 固定負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200150 固定負債 再評価に係る繰延税金負債 ｻｲﾋｮｳｶﾆｶｶﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200165 固定負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12200166 固定負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
12200200 固定負債 退職給付引当金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝ
12200205 固定負債 長期前受補助金 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹﾎｼﾞｮｷﾝ
12200210 固定負債 のれん ﾉﾚﾝ
12200290 固定負債 その他の固定負債 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲﾌｻｲ
12300010 固定負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
13100010 出資金 出資金 ｼｭｯｼｷﾝ ※1
13200010 設立等積立金 設立等積立金 ｾﾂﾘﾂﾄｳﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13200045 その他の積立金 国庫等補助金 ｺｯｺﾄｳﾎｼﾞｮｷﾝ ※1
13200047 その他の積立金 指定寄付金 ｼﾃｲｷﾌｷﾝ ※1
13200050 その他の積立金 資本準備金減少額 ｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｶﾞｸ ※1
13200060 その他の積立金 資本金及び資本準備金減少差益 ｼﾎﾝｷﾝｵﾖﾋﾞｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｻｴｷ ※1
13200080 その他の積立金 保険差益積立金 ﾎｹﾝｻｴｷﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320010 その他の積立金 利益準備金 ﾘｴｷｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320015 代替基金 代替基金 ﾀﾞｲﾀｲｷｷﾝ ※1
13320020 その他の積立金 別途積立金 ﾍﾞｯﾄﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320021 その他の積立金 その他の任意積立金 ｿﾉﾀﾉﾆﾝｲﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320022 その他の積立金 退職給付積立金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320023 その他の積立金 役員退職積立金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320060 その他の積立金 海外投資等損失準備金 ｶｲｶﾞｲﾄｳｼﾄｳｿﾝｼﾂｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320070 その他の積立金 特別償却準備金 ﾄｸﾍﾞﾂｼｮｳｷｬｸｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320080 その他の積立金 固定資産圧縮積立金 ｺﾃｲｼｻﾝｱｯｼｭｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13325110 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 ｿﾉﾀﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325210 評価・換算差額等 繰延ヘッジ損益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｴｷ
13325310 評価・換算差額等 土地再評価差額金 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325510 評価・換算差額等 その他の評価・換算差額等 ｿﾉﾀﾉﾋｮｳｶｶﾝｻﾝｻｶﾞｸﾄｳ
13328010 基金 基金 ｷｷﾝ
13330010 繰越利益積立金 繰越利益積立金 ｸﾘｺｼﾘｴｷﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13400010 本支店 本店 ﾎﾝﾃﾝ
13400020 本支店 支店 ｼﾃﾝ
13510010 対照勘定 保証債務見返 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾐｶｴﾘ
13510020 対照勘定 担保提供固定資産見返 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝﾐｶｴﾘ
13520010 対照勘定 保証債務 ﾎｼｮｳｻｲﾑ
13520020 対照勘定 担保提供固定資産 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝ
19900010 諸口 諸口 ｼｮｸﾁ
21500010 医業収益（医業） 入院保険窓口収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ
21500015 医業収益（医業） 入院保険請求収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ
21500017 医業収益（医業） 入院自由診療収益 ﾆｭｳｲﾝｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500020 医業収益（医業） 室料差額収益 ｼﾂﾘｮｳｻｶﾞｸｼｭｳｴｷ
21500030 医業収益（医業） 外来保険窓口収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ
21500035 医業収益（医業） 外来保険請求収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ
21500037 医業収益（医業） 外来自由診療収益 ｶﾞｲﾗｲｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500040 医業収益（医業） その他の保険診療収益 ｿﾉﾀﾉﾎｹﾝｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ
21500050 医業収益（医業） 保健予防活動収益 ﾎｹﾝﾖﾎﾞｳｶﾂﾄﾞｳｼｭｳｴｷ
21500060 医業収益（医業） 受託検査・施設利用収益 ｼﾞｭﾀｸｹﾝｻｼｾﾂﾘﾖｳｼｭｳｴｷ
21500110 医業収益（医業） その他の医業収益 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｼｭｳｴｷ
21500510 医業収益（その他） 売上高 ｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ
21500520 医業収益（その他） 非課税売上高 ﾋｶｾﾞｲｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ
21500540 医業収益（その他） 売上値引戻り高 ｳﾘｱｹﾞﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞﾘﾀﾞｶ
21500550 医業収益（その他） 売上割戻し高 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
21500610 医業収益（その他） 収入 ｼｭｳﾆｭｳ
21501010 医業収益（査定減） 保険等査定減 ﾎｹﾝﾄｳｻﾃｲｹﾞﾝ
22100010 医業費用（売上原価） 期首商品棚卸高 ｷｼｭｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ
22100020 医業費用（売上原価） 商品仕入高 ｼｮｳﾋﾝｼｲﾚﾀﾞｶ
22100030 医業費用（売上原価） 外注費 ｶﾞｲﾁｭｳﾋ
22100040 医業費用（売上原価） 非課税仕入高 ﾋｶｾﾞｲｼｲﾚﾀﾞｶ
22100050 医業費用（売上原価） 仕入値引戻し高 ｼｲﾚﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
22100060 医業費用（売上原価） 仕入割戻し高 ｼｲﾚﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ
22100070 医業費用（売上原価） 他勘定受入高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳｳｹｲﾚﾀﾞｶ
22100080 医業費用（売上原価） 期末商品棚卸高 ｷﾏﾂｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ
22100090 医業費用（売上原価） 他勘定振替高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳﾌﾘｶｴﾀﾞｶ
22100100 医業費用（売上原価） 商品評価損 ｼｮｳﾋﾝﾋｮｳｶｿﾝ
28000010 医業費用（材料費） 医薬品費 ｲﾔｸﾋﾝﾋ
28000020 医業費用（材料費） 診療材料費 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
28000030 医業費用（材料費） 医療消耗器具備品費 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ
28000040 医業費用（材料費） 給食用材料費 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
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28000100 医業費用（材料費） その他の医業原価 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｹﾞﾝｶ
28001010 医業費用（給与費） 給料 ｷｭｳﾘｮｳ
28001020 医業費用（給与費） 賞与 ｼｮｳﾖ
28001030 医業費用（給与費） 役員報酬 ﾔｸｲﾝﾎｳｼｭｳ
28001040 医業費用（給与費） 役員賞与 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ
28001050 医業費用（給与費） 退職給付費用 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋﾖｳ
28001060 医業費用（給与費） 適格退職年金掛金 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｹｷﾝ
28001070 医業費用（給与費） 退職金 ﾀｲｼｮｸｷﾝ
28001080 医業費用（給与費） 退職金掛金 ﾀｲｼｮｸｷﾝｶｹｷﾝ
28001090 医業費用（給与費） 雑給 ｻﾞｯｷｭｳ
28001100 医業費用（給与費） 賞与引当金繰入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001110 医業費用（給与費） 役員賞与引当金繰入額 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001120 医業費用（給与費） 退職給付引当金繰入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001130 医業費用（給与費） 役員退職慰労引当金繰入額 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28001140 医業費用（給与費） 法定福利費 ﾎｳﾃｲﾌｸﾘﾋ
28001200 医業費用（給与費） その他の人件費 ｿﾉﾀﾉｼﾞﾝｹﾝﾋ
28002010 医業費用（委託費） 検査委託費 ｹﾝｻｲﾀｸﾋ
28002020 医業費用（委託費） 給食委託費 ｷｭｳｼｮｸｲﾀｸﾋ
28002030 医業費用（委託費） 寝具委託費 ｼﾝｸﾞｲﾀｸﾋ
28002040 医業費用（委託費） 医事委託費 ｲｼﾞｲﾀｸﾋ
28002050 医業費用（委託費） 清掃委託費 ｾｲｿｳｲﾀｸﾋ
28002060 医業費用（委託費） 保守委託費 ﾎｼｭｲﾀｸﾋ
28002070 医業費用（委託費） その他の委託費 ｿﾉﾀﾉｲﾀｸﾋ
28003010 医業費用（設備関係費） 減価償却費 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾋ
28003020 医業費用（設備関係費） 器機賃借料 ｷｷﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ
28003030 医業費用（設備関係費） 地代家賃 ﾁﾀﾞｲﾔﾁﾝ
28003040 医業費用（設備関係費） 修繕費 ｼｭｳｾﾞﾝﾋ
28003050 医業費用（設備関係費） 固定資産税等 ｺﾃｲｼｻﾝｾﾞｲﾄｳ
28003060 医業費用（設備関係費） 器機保守料 ｷｷﾎｼｭﾘｮｳ
28003070 医業費用（設備関係費） 器機設備保険料 ｷｷｾﾂﾋﾞﾎｹﾝﾘｮｳ
28003080 医業費用（設備関係費） 車両関係費 ｼｬﾘｮｳｶﾝｹｲﾋ
28004010 医業費用（研究研修費） 研究費 ｹﾝｷｭｳﾋ
28004020 医業費用（研究研修費） 研修費 ｹﾝｼｭｳﾋ
28005010 医業費用（経費） 福利厚生費 ﾌｸﾘｺｳｾｲﾋ
28005020 医業費用（経費） 旅費交通費 ﾘｮﾋｺｳﾂｳﾋ
28005030 医業費用（経費） 職員被服費 ｼｮｸｲﾝﾋﾌｸﾋ
28005040 医業費用（経費） 通信費 ﾂｳｼﾝﾋ
28005050 医業費用（経費） 広告宣伝費 ｺｳｺｸｾﾝﾃﾞﾝﾋ
28005060 医業費用（経費） 消耗品費 ｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ
28005070 医業費用（経費） 消耗器具備品費 ｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ
28005080 医業費用（経費） 会議費 ｶｲｷﾞﾋ
28005090 医業費用（経費） 水道光熱費 ｽｲﾄﾞｳｺｳﾈﾂﾋ
28005100 医業費用（経費） 保険料 ﾎｹﾝﾘｮｳ
28005110 医業費用（経費） 交際費 ｺｳｻｲﾋ
28005120 医業費用（経費） 諸会費 ｼｮｶｲﾋ
28005130 医業費用（経費） 租税公課 ｿｾﾞｲｺｳｶ
28005140 医業費用（経費） 医業貸倒損失 ｲｷﾞｮｳｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
28005150 医業費用（経費） 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
28005160 医業費用（経費） 荷造包装費 ﾆﾂﾞｸﾘﾎｳｿｳﾋ
28005170 医業費用（経費） 運賃 ｳﾝﾁﾝ
28005180 医業費用（経費） 見本費 ﾐﾎﾝﾋ
28005190 医業費用（経費） 採用教育費 ｻｲﾖｳｷｮｳｲｸﾋ
28005200 医業費用（経費） 募集費 ﾎﾞｼｭｳﾋ
28005210 医業費用（経費） 賃借料 ﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ
28005220 医業費用（経費） リース料 ﾘｰｽﾘｮｳ
28005230 医業費用（経費） 事務用消耗品費 ｼﾞﾑﾖｳｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ
28005240 医業費用（経費） 支払手数料 ｼﾊﾗｲﾃｽｳﾘｮｳ
28005250 医業費用（経費） 支払報酬 ｼﾊﾗｲﾎｳｼｭｳ
28005260 医業費用（経費） 事業税 ｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲ
28005270 医業費用（経費） 寄付金 ｷﾌｷﾝ
28005280 医業費用（経費） 燃料費 ﾈﾝﾘｮｳﾋ
28005290 医業費用（経費） 新聞図書費 ｼﾝﾌﾞﾝﾄｼｮﾋ
28005300 医業費用（経費） のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
28005310 医業費用（経費） 棚卸減耗費 ﾀﾅｵﾛｼｹﾞﾝﾓｳﾋ
28005320 医業費用（経費） 保管料 ﾎｶﾝﾘｮｳ
28005330 医業費用（経費） 特許権使用料 ﾄｯｷｮｹﾝｼﾖｳﾘｮｳ
28005340 医業費用（経費） 調査費 ﾁｮｳｻﾋ
28005350 医業費用（経費） 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ
28005360 医業費用（経費） 開発費 ｶｲﾊﾂﾋ
28005370 医業費用（経費） 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ
28005380 医業費用（経費） 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
28005390 医業費用（経費） その他の医業費用 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳﾋﾖｳ
28005400 医業費用（経費） 雑費 ｻﾞｯﾋﾟ
28006010 医業費用（控除外税） 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ
28007010 医業費用（本部費） 本部費配賦額 ﾎﾝﾌﾞﾋﾊｲﾌｶﾞｸ
31100010 医業外収益 受取利息 ｳｹﾄﾘﾘｿｸ
31100020 医業外収益 受取配当金 ｳｹﾄﾘﾊｲﾄｳｷﾝ
31100030 医業外収益 仕入割引 ｼｲﾚﾜﾘﾋﾞｷ
31100040 医業外収益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
31100050 医業外収益 受取手数料 ｳｹﾄﾘﾃｽｳﾘｮｳ
31100060 医業外収益 受取家賃 ｳｹﾄﾘﾔﾁﾝ
31100070 医業外収益 受取リース料 ｳｹﾄﾘﾘｰｽﾘｮｳ
31100080 医業外収益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100090 医業外収益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100110 医業外収益 為替差益 ｶﾜｾｻｴｷ
31100120 医業外収益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ
31100136 医業外収益 保証債務取崩益 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾄﾘｸｽﾞｼｴｷ
31100140 医業外収益 その他の医業外収益 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｶﾞｲｼｭｳｴｷ
31100150 医業外収益 雑収入 ｻﾞｯｼｭｳﾆｭｳ
31100160 医業外収益 有価証券評価益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｴｷ
31100170 医業外収益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ
31100180 医業外収益 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
31100190 医業外収益 運営費補助金収益 ｳﾝｴｲﾋﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ
31100200 医業外収益 施設設備補助金収益 ｼｾﾂｾﾂﾋﾞﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ
31100210 医業外収益 患者外給食収益 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸｼｭｳｴｷ
31100220 医業外収益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
31100230 医業外収益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ
31200010 医業外費用 支払利息 ｼﾊﾗｲﾘｿｸ
31200020 医業外費用 社会医療法人債利息 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾘｿｸ
31200030 医業外費用 売上割引 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾋﾞｷ
31200040 医業外費用 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
31200050 医業外費用 手形売却損 ﾃｶﾞﾀﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
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31200055 医業外費用 電子記録債権売却損 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
31200060 医業外費用 医業外貸倒損失 ｲｷﾞｮｳｶﾞｲｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
31200065 医業外費用 創立費 ｿｳﾘﾂﾋ
31200066 医業外費用 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ
31200070 医業外費用 繰延資産償却 ｸﾘﾉﾍﾞｼｻﾝｼｮｳｷｬｸ
31200071 医業外費用 創立費償却 ｿｳﾘﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
31200072 医業外費用 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ
31200073 医業外費用 社会医療法人債発行差金償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳｻｷﾝｼｮｳｷｬｸ
31200080 医業外費用 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ
31200100 医業外費用 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ
31200130 医業外費用 為替差損 ｶﾜｾｻｿﾝ
31200136 医業外費用 保証債務費用 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾋﾖｳ
31200140 医業外費用 その他の医業外費用 ｿﾉﾀﾉｲｷﾞｮｳｶﾞｲﾋﾖｳ
31200150 医業外費用 雑損失 ｻﾞｯｿﾝｼﾂ
31200170 医業外費用 社会医療法人債発行費等償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳｼｮｳｷｬｸ
31200180 医業外費用 有価証券償還損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝｼｮｳｶﾝｿﾝ
31200200 医業外費用 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ
31200210 医業外費用 貸倒引当金医業外繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｲｷﾞｮｳｶﾞｲｸﾘｲﾚｶﾞｸ
31200230 医業外費用 社会医療法人債発行費等 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳ
31200240 医業外費用 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ
31200250 医業外費用 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ
31200260 医業外費用 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ
31200270 医業外費用 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ
31200280 医業外費用 コマーシャルペーパー利息 ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰﾘｿｸ
31200290 医業外費用 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ
31200300 医業外費用 患者外給食用材料費 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ
31200310 医業外費用 診療費減免額 ｼﾝﾘｮｳﾋｹﾞﾝﾒﾝｶﾞｸ
32100010 臨時収益 前期損益修正益 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｴｷ
32100020 臨時収益 固定資産売却益 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100040 臨時収益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100045 臨時収益 関係会社株式売却益 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾊﾞｲｷｬｸｴｷ
32100050 臨時収益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100070 臨時収益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100080 臨時収益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ
32100090 臨時収益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ
32100100 臨時収益 債務免除益 ｻｲﾑﾒﾝｼﾞｮｴｷ
32100110 臨時収益 その他の臨時収益 ｿﾉﾀﾉﾘﾝｼﾞｼｭｳｴｷ
32100120 臨時収益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ
32100130 臨時収益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ
32100140 臨時収益 負ののれん発生益 ﾌﾉﾉﾚﾝﾊｯｾｲｴｷ
32200010 臨時費用 前期損益修正損 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｿﾝ
32200020 臨時費用 固定資産売却損 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200030 臨時費用 固定資産除却損 ｺﾃｲｼｻﾝｼﾞｮｷｬｸｿﾝ
32200050 臨時費用 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200060 臨時費用 貸倒損失 ｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ
32200080 臨時費用 災害損失 ｻｲｶﾞｲｿﾝｼﾂ
32200100 臨時費用 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200110 臨時費用 役員退職慰労金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳｷﾝ
32200115 臨時費用 減損損失 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂ
32200120 臨時費用 関係会社等整理損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾄｳｾｲﾘｿﾝ
32200130 臨時費用 特別退職金 ﾄｸﾍﾞﾂﾀｲｼｮｸｷﾝ
32200140 臨時費用 和解損失金 ﾜｶｲｿﾝｼﾂｷﾝ
32200150 臨時費用 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ
32200160 臨時費用 不動産処分損 ﾌﾄﾞｳｻﾝｼｮﾌﾞﾝｿﾝ
32200170 臨時費用 移転費用 ｲﾃﾝﾋﾖｳ
32200180 臨時費用 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ
32200200 臨時費用 その他の臨時費用 ｿﾉﾀﾉﾘﾝｼﾞﾋﾖｳ
32200220 臨時費用 特定金銭信託解約損 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸｶｲﾔｸｿﾝ
32200240 臨時費用 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ
32200250 臨時費用 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200260 臨時費用 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ
32200270 臨時費用 出資金評価損 ｼｭｯｼｷﾝﾋｮｳｶｿﾝ
32200280 臨時費用 関係会社株式評価損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾋｮｳｶｿﾝ
32200290 臨時費用 関係会社株式売却損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ
32200300 臨時費用 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ
32200310 臨時費用 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ
33100010 法人税等 法人税等 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
33100020 法人税等 法人税等追徴額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾂｲﾁｮｳｶﾞｸ
33100030 法人税等 法人税等還付額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳｶﾝﾌﾟｶﾞｸ
33100040 法人税等 法人税等調整額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾁｮｳｾｲｶﾞｸ
※1 「病院会計準則（平成29年4月2日以後）」で変更になった箇所を網掛け
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コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11110010 現預金 現金 ｹﾞﾝｷﾝ
11110020 現預金 小口現金 ｺｸﾞﾁｹﾞﾝｷﾝ
11111010 現預金 当座預金 ﾄｳｻﾞﾖｷﾝ
11111020 現預金 普通預金 ﾌﾂｳﾖｷﾝ
11111040 現預金 通知預金 ﾂｳﾁﾖｷﾝ
11111050 現預金 納税準備預金 ﾉｳｾﾞｲｼﾞｭﾝﾋﾞﾖｷﾝ
11111060 現預金 貯蓄預金 ﾁｮﾁｸﾖｷﾝ
11111070 現預金 その他の流動性預金 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｾｲﾖｷﾝ
11111110 現預金 郵便振替貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾌﾘｶｴﾁｮｷﾝ
11111120 現預金 郵便貯金 ﾕｳﾋﾞﾝﾁｮｷﾝ
11112010 現預金 定期預金 ﾃｲｷﾖｷﾝ
11112020 現預金 定期積金 ﾃｲｷﾂﾐｷﾝ
11112030 現預金 別段預金 ﾍﾞﾂﾀﾞﾝﾖｷﾝ
11112040 現預金 特定金銭信託 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸ
11112050 現預金 その他の固定性預金 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｾｲﾖｷﾝ
11112060 現預金 その他の預金 ｿﾉﾀﾉﾖｷﾝ
11120010 事業債権 受取手形 ｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ ※1
11120020 事業債権 事業未収金 ｼﾞｷﾞｮｳﾐｼｭｳｷﾝ ※1
11120040 事業債権 電子記録債権 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ ※1
11120080 事業債権 その他の売上債権 ｿﾉﾀﾉｳﾘｱｹﾞｻｲｹﾝ ※1
11120081 事業債権 その他の事業収益未収入金 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳｼｭｳｴｷﾐｼｭｳﾆｭｳｷﾝ ※1
11120090 事業債権 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ ※1
11130010 当座資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11130030 当座資産 その他の当座資産 ｿﾉﾀﾉﾄｳｻﾞｼｻﾝ
11140002 棚卸資産 医薬品 ｲﾔｸﾋﾝ
11140004 棚卸資産 診療材料 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140006 棚卸資産 給食用材料 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳ
11140008 棚卸資産 医療消耗備品 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳﾋﾞﾋﾝ
11140010 棚卸資産 商品 ｼｮｳﾋﾝ
11140060 棚卸資産 貯蔵品 ﾁｮｿﾞｳﾋﾝ
11140080 棚卸資産 その他の棚卸資産 ｿﾉﾀﾉﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝ
11150010 その他の流動資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11150020 その他の流動資産 前渡金 ﾏｴﾜﾀｼｷﾝ
11150030 その他の流動資産 前払費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11150040 その他の流動資産 未収収益 ﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11150050 その他の流動資産 未収利息 ﾐｼｭｳﾘｿｸ
11150060 その他の流動資産 短期貸付金 ﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150075 その他の流動資産 関係会社短期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150076 その他の流動資産 役職員等短期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150077 その他の流動資産 他会計短期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶｼﾂｹｷﾝ
11150080 その他の流動資産 立替金 ﾀﾃｶｴｷﾝ
11150090 その他の流動資産 仮払金 ｶﾘﾊﾞﾗｲｷﾝ
11150100 その他の流動資産 仮払消費税等 ｶﾘﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150110 その他の流動資産 預け金 ｱｽﾞｹｷﾝ
11150120 その他の流動資産 不渡手形 ﾌﾜﾀﾘﾃｶﾞﾀ
11150125 その他の流動資産 支払不能電子記録債権 ｼﾊﾗｲﾌﾉｳﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
11150130 その他の流動資産 未収金 ﾐｼｭｳｷﾝ
11150140 その他の流動資産 未収消費税等 ﾐｼｭｳｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
11150150 その他の流動資産 未収還付法人税等 ﾐｼｭｳｶﾝﾌﾟﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
11150155 その他の流動資産 事業外電子記録債権 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ ※1
11150161 その他の流動資産 事業外受取手形 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ ※1
11150163 その他の流動資産 金銭の信託 ｷﾝｾﾝﾉｼﾝﾀｸ
11150165 その他の流動資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11150169 その他の流動資産 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
11150170 その他の流動資産 その他の流動資産 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳｼｻﾝ
11150180 その他の流動資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
11210010 有形固定資産 建物 ﾀﾃﾓﾉ
11210020 有形固定資産 建物付属設備 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞ
11210030 有形固定資産 構築物 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂ
11210035 有形固定資産 医療用器械備品 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210040 有形固定資産 機械装置 ｷｶｲｿｳﾁ
11210050 有形固定資産 船舶 ｾﾝﾊﾟｸ
11210055 有形固定資産 航空機 ｺｳｸｳｷ
11210060 有形固定資産 車両運搬具 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞ
11210070 有形固定資産 その他の器械備品 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝ
11210071 有形固定資産 工具 ｺｳｸﾞ
11210080 有形固定資産 一括償却資産 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝ
11210085 有形固定資産 放射性同位元素 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿ
11210090 有形固定資産 その他の有形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11210095 有形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11210100 有形固定資産 土地 ﾄﾁ
11210110 有形固定資産 建設仮勘定 ｹﾝｾﾂｶﾘｶﾝｼﾞｮｳ
11210120 有形固定資産 減価償却累計額 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210130 有形固定資産 建物減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210140 有形固定資産 建物付属設備減価償却累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210150 有形固定資産 構築物減価償却累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210155 有形固定資産 医療用器械備品減価償却累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210160 有形固定資産 機械装置減価償却累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210170 有形固定資産 船舶減価償却累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210175 有形固定資産 航空機減価償却累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210180 有形固定資産 車両運搬具減価償却累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210190 有形固定資産 その他器械備品減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210191 有形固定資産 工具減価償却累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210200 有形固定資産 一括償却資産減価償却累計額 ｲｯｶﾂｼｮｳｷｬｸｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210205 有形固定資産 放射性同位元素減価償却累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210210 有形固定資産 他有形固定資産減価償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11210220 有形固定資産 リース資産減価償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211120 有形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211130 有形固定資産 建物減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211140 有形固定資産 建物付属設備減損損失累計額 ﾀﾃﾓﾉﾌｿﾞｸｾﾂﾋﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211150 有形固定資産 構築物減損損失累計額 ｺｳﾁｸﾌﾞﾂｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211155 有形固定資産 医療用器械備品減損損失累計額 ｲﾘｮｳﾖｳｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211160 有形固定資産 機械装置減損損失累計額 ｷｶｲｿｳﾁｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211170 有形固定資産 船舶減損損失累計額 ｾﾝﾊﾟｸｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211175 有形固定資産 航空機減損損失累計額 ｺｳｸｳｷｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211180 有形固定資産 車両運搬具減損損失累計額 ｼｬﾘｮｳｳﾝﾊﾟﾝｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211190 有形固定資産 その他器械備品減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉｷｶｲﾋﾞﾋﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211191 有形固定資産 工具減損損失累計額 ｺｳｸﾞｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211205 有形固定資産 放射性同位元素減損損失累計額 ﾎｳｼｬｾｲﾄﾞｳｲｹﾞﾝｿｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11211210 有形固定資産 他有形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾕｳｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ

◆参考資料 勘定科目属性一覧表（医療法人会計基準）
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コード グループ名 正式名称 ｶﾅ索引 備考
11211220 有形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220010 無形固定資産 のれん ﾉﾚﾝ
11220020 無形固定資産 借地権 ｼｬｸﾁｹﾝ
11220030 無形固定資産 電話加入権 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝ
11220040 無形固定資産 施設利用権 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝ
11220050 無形固定資産 工業所有権 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝ
11220051 無形固定資産 特許権 ﾄｯｷｮｹﾝ
11220052 無形固定資産 実用新案権 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝ
11220053 無形固定資産 意匠権 ｲｼｮｳｹﾝ
11220054 無形固定資産 商標権 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝ
11220070 無形固定資産 ソフトウェア ｿﾌﾄｳｪｱ
11220075 無形固定資産 リース資産 ﾘｰｽｼｻﾝ
11220080 無形固定資産 その他の無形固定資産 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝ
11220100 無形固定資産 償却累計額 ｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220110 無形固定資産 のれん償却累計額 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220120 無形固定資産 借地権償却累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220130 無形固定資産 電話加入権償却累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220140 無形固定資産 施設利用権償却累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220150 無形固定資産 工業所有権償却累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220151 無形固定資産 特許権償却累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220152 無形固定資産 実用新案権償却累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220153 無形固定資産 意匠権償却累計額 ｲｼｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220154 無形固定資産 商標権償却累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220170 無形固定資産 ソフトウェア償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220175 無形固定資産 リース資産償却累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11220180 無形固定資産 他無形固定資産償却累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｼｮｳｷｬｸﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221100 無形固定資産 減損損失累計額 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221110 無形固定資産 のれん減損損失累計額 ﾉﾚﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221120 無形固定資産 借地権減損損失累計額 ｼｬｸﾁｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221130 無形固定資産 電話加入権減損損失累計額 ﾃﾞﾝﾜｶﾆｭｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221140 無形固定資産 施設利用権減損損失累計額 ｼｾﾂﾘﾖｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221150 無形固定資産 工業所有権減損損失累計額 ｺｳｷﾞｮｳｼｮﾕｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221151 無形固定資産 特許権減損損失累計額 ﾄｯｷｮｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221152 無形固定資産 実用新案権減損損失累計額 ｼﾞﾂﾖｳｼﾝｱﾝｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221153 無形固定資産 意匠権減損損失累計額 ｲｼｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221154 無形固定資産 商標権減損損失累計額 ｼｮｳﾋｮｳｹﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221170 無形固定資産 ソフトウェア減損損失累計額 ｿﾌﾄｳｪｱｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221175 無形固定資産 リース資産減損損失累計額 ﾘｰｽｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11221180 無形固定資産 他無形固定資産減損損失累計額 ｿﾉﾀﾉﾑｹｲｺﾃｲｼｻﾝｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂﾙｲｹｲｶﾞｸ
11230010 その他の資産 有価証券 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230020 その他の資産 関係会社株式 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷ
11230023 その他の資産 関係会社社債 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｬｻｲ
11230025 その他の資産 その他の関係会社有価証券 ｿﾉﾀﾉｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾕｳｶｼｮｳｹﾝ
11230030 その他の資産 出資金 ｼｭｯｼｷﾝ
11230040 その他の資産 関係会社出資金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｼｭｯｼｷﾝ
11230050 その他の資産 敷金 ｼｷｷﾝ
11230060 その他の資産 繰延税金資産 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230070 その他の資産 長期貸付金 ﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230075 その他の資産 保有医療機関債 ﾎﾕｳｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
11230080 その他の資産 関係会社長期貸付金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230090 その他の資産 役職員等長期貸付金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230096 その他の資産 他会計長期貸付金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶｼﾂｹｷﾝ
11230100 その他の資産 長期前払費用 ﾁｮｳｷﾏｴﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
11230110 その他の資産 入会金 ﾆｭｳｶｲｷﾝ
11230120 その他の資産 長期未収収益 ﾁｮｳｷﾐｼｭｳｼｭｳｴｷ
11230130 その他の資産 権利金 ｹﾝﾘｷﾝ
11230140 その他の資産 差入保証金 ｻｼｲﾚﾎｼｮｳｷﾝ
11230150 その他の資産 保険積立金 ﾎｹﾝﾂﾐﾀﾃｷﾝ
11230160 その他の資産 長期性預金 ﾁｮｳｷｾｲﾖｷﾝ
11230165 その他の資産 事業外受取手形 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀ ※1
11230167 その他の資産 事業外電子記録債権 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ ※1
11230170 その他の資産 破産更生債権 ﾊｻﾝｺｳｾｲｻｲｹﾝ
11230175 その他の資産 土地再評価による繰延税金資産 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶﾆﾖﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝｼｻﾝ
11230180 その他の資産 投資不動産 ﾄｳｼﾌﾄﾞｳｻﾝ
11230195 その他の資産 デリバティブ債権 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲｹﾝ
11230196 その他の資産 繰延ヘッジ損失 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｼﾂ
11230197 その他の資産 前払年金費用 ﾏｴﾊﾞﾗｲﾈﾝｷﾝﾋﾖｳ
11230200 その他の資産 その他の固定資産 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲｼｻﾝ
11230210 その他の資産 貸倒引当金 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝ
12110010 仕入債務 支払手形 ｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12110020 仕入債務 買掛金 ｶｲｶｹｷﾝ
12110040 仕入債務 電子記録債務 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ
12110090 仕入債務 その他の仕入債務 ｿﾉﾀﾉｼｲﾚｻｲﾑ
12120010 その他の流動負債 短期借入金 ﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120025 その他の流動負債 関係会社短期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120026 その他の流動負債 役職員等短期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120027 その他の流動負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12120028 その他の流動負債 他会計短期借入金 ﾀｶｲｹｲﾀﾝｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120030 その他の流動負債 一年内返済長期借入金 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12120040 その他の流動負債 一年内償還社会医療法人債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12120057 その他の流動負債 一年内償還医療機関債 ｲﾁﾈﾝﾅｲｼｮｳｶﾝｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12120060 その他の流動負債 一年内返済リース債務 ｲﾁﾈﾝﾅｲﾍﾝｻｲﾘｰｽｻｲﾑ
12120070 その他の流動負債 未払金 ﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120080 その他の流動負債 設備関係未払金 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12120090 その他の流動負債 未払法人税等 ﾐﾊﾞﾗｲﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
12120100 その他の流動負債 未払事業税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲﾄｳ
12120110 その他の流動負債 未払消費税等 ﾐﾊﾞﾗｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120130 その他の流動負債 未払役員賞与 ﾐﾊﾞﾗｲﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ
12120140 その他の流動負債 未払給与 ﾐﾊﾞﾗｲｷｭｳﾖ
12120150 その他の流動負債 未払費用 ﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12120155 その他の流動負債 未払利息 ﾐﾊﾞﾗｲﾘｿｸ
12120160 その他の流動負債 前受金 ﾏｴｳｹｷﾝ
12120180 その他の流動負債 預り金 ｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120190 その他の流動負債 従業員預り金 ｼﾞｭｳｷﾞｮｳｲﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120200 その他の流動負債 源泉預り金 ｹﾞﾝｾﾝｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120220 その他の流動負債 特別預り金 ﾄｸﾍﾞﾂｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120230 その他の流動負債 社保預り金 ｼｬﾎｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120240 その他の流動負債 その他の預り金 ｿﾉﾀﾉｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12120245 その他の流動負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12120247 その他の流動負債 入院保証金 ﾆｭｳｲﾝﾎｼｮｳｷﾝ
12120250 その他の流動負債 前受収益 ﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12120260 その他の流動負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
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12120300 その他の流動負債 賞与引当金 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120310 その他の流動負債 役員賞与引当金 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝ
12120390 その他の流動負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
12120410 その他の流動負債 仮受金 ｶﾘｳｹｷﾝ
12120420 その他の流動負債 仮受消費税等 ｶﾘｳｹｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳ
12120438 その他の流動負債 事業外電子記録債務 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ ※1
12120440 その他の流動負債 設備関係支払手形 ｾﾂﾋﾞｶﾝｹｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12120442 その他の流動負債 事業外支払手形 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ ※1
12120444 その他の流動負債 コマーシャルペーパー ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ
12120445 その他の流動負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12120446 その他の流動負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
12120489 その他の流動負債 病院勘定 ﾋﾞｮｳｲﾝｶﾝｼﾞｮｳ
12120490 その他の流動負債 その他の流動負債 ｿﾉﾀﾉﾘｭｳﾄﾞｳﾌｻｲ
12120510 その他の流動負債 割引手形 ﾜﾘﾋﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120520 その他の流動負債 裏書手形 ｳﾗｶﾞｷﾃｶﾞﾀ
12120530 その他の流動負債 割引電子記録債権 ﾜﾘﾋﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12120540 その他の流動負債 裏書電子記録債権 ｳﾗｶﾞｷﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝ
12200010 固定負債 社会医療法人債 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲ
12200035 固定負債 医療機関債 ｲﾘｮｳｷｶﾝｻｲ
12200040 固定負債 長期借入金 ﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200045 固定負債 関係会社長期借入金 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200046 固定負債 役職員等長期借入金 ﾔｸｼｮｸｲﾝﾄｳﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200047 固定負債 他会計長期借入金 ﾀｶｲｹｲﾁｮｳｷｶﾘｲﾚｷﾝ
12200050 固定負債 リース債務 ﾘｰｽｻｲﾑ
12200070 固定負債 長期未払金 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200080 固定負債 長期設備支払手形 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ
12200090 固定負債 長期設備未払金 ﾁｮｳｷｾﾂﾋﾞﾐﾊﾞﾗｲｷﾝ
12200095 固定負債 事業外支払手形 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｼﾊﾗｲﾃｶﾞﾀ ※1
12200097 固定負債 事業外電子記録債務 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲﾑ ※1
12200100 固定負債 預り保証金 ｱｽﾞｶﾘﾎｼｮｳｷﾝ
12200110 固定負債 長期預り金 ﾁｮｳｷｱｽﾞｶﾘｷﾝ
12200120 固定負債 長期前受収益 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹｼｭｳｴｷ
12200130 固定負債 長期未払費用 ﾁｮｳｷﾐﾊﾞﾗｲﾋﾖｳ
12200140 固定負債 繰延税金負債 ｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200150 固定負債 再評価に係る繰延税金負債 ｻｲﾋｮｳｶﾆｶｶﾙｸﾘﾉﾍﾞｾﾞｲｷﾝﾌｻｲ
12200165 固定負債 デリバティブ債務 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｻｲﾑ
12200166 固定負債 繰延ヘッジ利益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞﾘｴｷ
12200200 固定負債 退職給付引当金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝ
12200205 固定負債 長期前受補助金 ﾁｮｳｷﾏｴｳｹﾎｼﾞｮｷﾝ
12200210 固定負債 のれん ﾉﾚﾝ
12200290 固定負債 その他の固定負債 ｿﾉﾀﾉｺﾃｲﾌｻｲ
12300010 固定負債 その他の引当金 ｿﾉﾀﾉﾋｷｱﾃｷﾝ
13100010 出資金 出資金 ｼｭｯｼｷﾝ ※1
13200010 設立等積立金 設立等積立金 ｾﾂﾘﾂﾄｳﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13200045 その他の積立金 国庫等補助金 ｺｯｺﾄｳﾎｼﾞｮｷﾝ ※1
13200047 その他の積立金 指定寄付金 ｼﾃｲｷﾌｷﾝ ※1
13200050 その他の積立金 資本準備金減少額 ｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｶﾞｸ ※1
13200060 その他の積立金 資本金及び資本準備金減少差益 ｼﾎﾝｷﾝｵﾖﾋﾞｼﾎﾝｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｹﾞﾝｼｮｳｻｴｷ ※1
13200080 その他の積立金 保険差益積立金 ﾎｹﾝｻｴｷﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320010 その他の積立金 利益準備金 ﾘｴｷｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320015 代替基金 代替基金 ﾀﾞｲﾀｲｷｷﾝ ※1
13320020 その他の積立金 別途積立金 ﾍﾞｯﾄﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320021 その他の積立金 その他の任意積立金 ｿﾉﾀﾉﾆﾝｲﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320022 その他の積立金 退職給付積立金 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320023 その他の積立金 役員退職積立金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13320060 その他の積立金 海外投資等損失準備金 ｶｲｶﾞｲﾄｳｼﾄｳｿﾝｼﾂｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320070 その他の積立金 特別償却準備金 ﾄｸﾍﾞﾂｼｮｳｷｬｸｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝ ※1
13320080 その他の積立金 固定資産圧縮積立金 ｺﾃｲｼｻﾝｱｯｼｭｸﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13325110 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 ｿﾉﾀﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325210 評価・換算差額等 繰延ヘッジ損益 ｸﾘﾉﾍﾞﾍｯｼﾞｿﾝｴｷ
13325310 評価・換算差額等 土地再評価差額金 ﾄﾁｻｲﾋｮｳｶｻｶﾞｸｷﾝ
13325510 評価・換算差額等 その他の評価・換算差額等 ｿﾉﾀﾉﾋｮｳｶｶﾝｻﾝｻｶﾞｸﾄｳ
13328010 基金 基金 ｷｷﾝ
13330010 繰越利益積立金 繰越利益積立金 ｸﾘｺｼﾘｴｷﾂﾐﾀﾃｷﾝ ※1
13400010 本支店 本店 ﾎﾝﾃﾝ
13400020 本支店 支店 ｼﾃﾝ
13510010 対照勘定 保証債務見返 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾐｶｴﾘ
13510020 対照勘定 担保提供固定資産見返 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝﾐｶｴﾘ
13520010 対照勘定 保証債務 ﾎｼｮｳｻｲﾑ
13520020 対照勘定 担保提供固定資産 ﾀﾝﾎﾟﾃｲｷｮｳｺﾃｲｼｻﾝ
19900010 諸口 諸口 ｼｮｸﾁ
21500010 事業収益（医業） 入院保険窓口収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ ※1
21500015 事業収益（医業） 入院保険請求収益 ﾆｭｳｲﾝﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ ※1
21500017 事業収益（医業） 入院自由診療収益 ﾆｭｳｲﾝｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ ※1
21500020 事業収益（医業） 室料差額収益 ｼﾂﾘｮｳｻｶﾞｸｼｭｳｴｷ ※1
21500030 事業収益（医業） 外来保険窓口収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝﾏﾄﾞｸﾞﾁｼｭｳｴｷ ※1
21500035 事業収益（医業） 外来保険請求収益 ｶﾞｲﾗｲﾎｹﾝｾｲｷｭｳｼｭｳｴｷ ※1
21500037 事業収益（医業） 外来自由診療収益 ｶﾞｲﾗｲｼﾞﾕｳｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ ※1
21500040 事業収益（医業） その他の保険診療収益 ｿﾉﾀﾉﾎｹﾝｼﾝﾘｮｳｼｭｳｴｷ ※1
21500050 事業収益（医業） 保健予防活動収益 ﾎｹﾝﾖﾎﾞｳｶﾂﾄﾞｳｼｭｳｴｷ ※1
21500060 事業収益（医業） 受託検査・施設利用収益 ｼﾞｭﾀｸｹﾝｻｼｾﾂﾘﾖｳｼｭｳｴｷ ※1
21500110 事業収益（医業） その他の事業収益 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳｼｭｳｴｷ ※1
21500510 事業収益（その他） 売上高 ｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ ※1
21500520 事業収益（その他） 非課税売上高 ﾋｶｾﾞｲｳﾘｱｹﾞﾀﾞｶ ※1
21500540 事業収益（その他） 売上値引戻り高 ｳﾘｱｹﾞﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞﾘﾀﾞｶ ※1
21500550 事業収益（その他） 売上割戻し高 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ ※1
21500610 事業収益（その他） 収入 ｼｭｳﾆｭｳ ※1
21501010 事業収益（査定減） 保険等査定減 ﾎｹﾝﾄｳｻﾃｲｹﾞﾝ ※1
22100010 事業費用（売上原価） 期首商品棚卸高 ｷｼｭｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ ※1
22100020 事業費用（売上原価） 商品仕入高 ｼｮｳﾋﾝｼｲﾚﾀﾞｶ ※1
22100030 事業費用（売上原価） 外注費 ｶﾞｲﾁｭｳﾋ ※1
22100040 事業費用（売上原価） 非課税仕入高 ﾋｶｾﾞｲｼｲﾚﾀﾞｶ ※1
22100050 事業費用（売上原価） 仕入値引戻し高 ｼｲﾚﾈﾋﾞｷﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ ※1
22100060 事業費用（売上原価） 仕入割戻し高 ｼｲﾚﾜﾘﾓﾄﾞｼﾀﾞｶ ※1
22100070 事業費用（売上原価） 他勘定受入高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳｳｹｲﾚﾀﾞｶ ※1
22100080 事業費用（売上原価） 期末商品棚卸高 ｷﾏﾂｼｮｳﾋﾝﾀﾅｵﾛｼﾀﾞｶ ※1
22100090 事業費用（売上原価） 他勘定振替高 ﾀｶﾝｼﾞｮｳﾌﾘｶｴﾀﾞｶ ※1
22100100 事業費用（売上原価） 商品評価損 ｼｮｳﾋﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
28000010 事業費用（材料費） 医薬品費 ｲﾔｸﾋﾝﾋ ※1
28000020 事業費用（材料費） 診療材料費 ｼﾝﾘｮｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ ※1
28000030 事業費用（材料費） 医療消耗器具備品費 ｲﾘｮｳｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ ※1
28000040 事業費用（材料費） 給食用材料費 ｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ ※1
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28000100 事業費用（材料費） その他の事業原価 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳｹﾞﾝｶ ※1
28001010 事業費用（給与費） 給料 ｷｭｳﾘｮｳ ※1
28001020 事業費用（給与費） 賞与 ｼｮｳﾖ ※1
28001030 事業費用（給与費） 役員報酬 ﾔｸｲﾝﾎｳｼｭｳ ※1
28001040 事業費用（給与費） 役員賞与 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖ ※1
28001050 事業費用（給与費） 退職給付費用 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋﾖｳ ※1
28001060 事業費用（給与費） 適格退職年金掛金 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｹｷﾝ ※1
28001070 事業費用（給与費） 退職金 ﾀｲｼｮｸｷﾝ ※1
28001080 事業費用（給与費） 退職金掛金 ﾀｲｼｮｸｷﾝｶｹｷﾝ ※1
28001090 事業費用（給与費） 雑給 ｻﾞｯｷｭｳ ※1
28001100 事業費用（給与費） 賞与引当金繰入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
28001110 事業費用（給与費） 役員賞与引当金繰入額 ﾔｸｲﾝｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
28001120 事業費用（給与費） 退職給付引当金繰入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
28001130 事業費用（給与費） 役員退職慰労引当金繰入額 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
28001140 事業費用（給与費） 法定福利費 ﾎｳﾃｲﾌｸﾘﾋ ※1
28001200 事業費用（給与費） その他の人件費 ｿﾉﾀﾉｼﾞﾝｹﾝﾋ ※1
28002010 事業費用（委託費） 検査委託費 ｹﾝｻｲﾀｸﾋ ※1
28002020 事業費用（委託費） 給食委託費 ｷｭｳｼｮｸｲﾀｸﾋ ※1
28002030 事業費用（委託費） 寝具委託費 ｼﾝｸﾞｲﾀｸﾋ ※1
28002040 事業費用（委託費） 医事委託費 ｲｼﾞｲﾀｸﾋ ※1
28002050 事業費用（委託費） 清掃委託費 ｾｲｿｳｲﾀｸﾋ ※1
28002060 事業費用（委託費） 保守委託費 ﾎｼｭｲﾀｸﾋ ※1
28002070 事業費用（委託費） その他の委託費 ｿﾉﾀﾉｲﾀｸﾋ ※1
28003010 事業費用（経費） 減価償却費 ｹﾞﾝｶｼｮｳｷｬｸﾋ ※1
28003020 事業費用（経費） 器機賃借料 ｷｷﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ ※1
28003030 事業費用（経費） 地代家賃 ﾁﾀﾞｲﾔﾁﾝ ※1
28003040 事業費用（経費） 修繕費 ｼｭｳｾﾞﾝﾋ ※1
28003050 事業費用（経費） 固定資産税等 ｺﾃｲｼｻﾝｾﾞｲﾄｳ ※1
28003060 事業費用（経費） 器機保守料 ｷｷﾎｼｭﾘｮｳ ※1
28003070 事業費用（経費） 器機設備保険料 ｷｷｾﾂﾋﾞﾎｹﾝﾘｮｳ ※1
28003080 事業費用（経費） 車両関係費 ｼｬﾘｮｳｶﾝｹｲﾋ ※1
28004010 事業費用（その他） 研究費 ｹﾝｷｭｳﾋ ※1
28004020 事業費用（その他） 研修費 ｹﾝｼｭｳﾋ ※1
28005010 事業費用（経費） 福利厚生費 ﾌｸﾘｺｳｾｲﾋ ※1
28005020 事業費用（経費） 旅費交通費 ﾘｮﾋｺｳﾂｳﾋ ※1
28005030 事業費用（経費） 職員被服費 ｼｮｸｲﾝﾋﾌｸﾋ ※1
28005040 事業費用（経費） 通信費 ﾂｳｼﾝﾋ ※1
28005050 事業費用（経費） 広告宣伝費 ｺｳｺｸｾﾝﾃﾞﾝﾋ ※1
28005060 事業費用（経費） 消耗品費 ｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ ※1
28005070 事業費用（経費） 消耗器具備品費 ｼｮｳﾓｳｷｸﾞﾋﾞﾋﾝﾋ ※1
28005080 事業費用（経費） 会議費 ｶｲｷﾞﾋ ※1
28005090 事業費用（経費） 水道光熱費 ｽｲﾄﾞｳｺｳﾈﾂﾋ ※1
28005100 事業費用（経費） 保険料 ﾎｹﾝﾘｮｳ ※1
28005110 事業費用（経費） 交際費 ｺｳｻｲﾋ ※1
28005120 事業費用（経費） 諸会費 ｼｮｶｲﾋ ※1
28005130 事業費用（経費） 租税公課 ｿｾﾞｲｺｳｶ ※1
28005140 事業費用（経費） 事業貸倒損失 ｼﾞｷﾞｮｳｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ ※1
28005150 事業費用（経費） 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
28005160 事業費用（経費） 荷造包装費 ﾆﾂﾞｸﾘﾎｳｿｳﾋ ※1
28005170 事業費用（経費） 運賃 ｳﾝﾁﾝ ※1
28005180 事業費用（経費） 見本費 ﾐﾎﾝﾋ ※1
28005190 事業費用（経費） 採用教育費 ｻｲﾖｳｷｮｳｲｸﾋ ※1
28005200 事業費用（経費） 募集費 ﾎﾞｼｭｳﾋ ※1
28005210 事業費用（経費） 賃借料 ﾁﾝｼｬｸﾘｮｳ ※1
28005220 事業費用（経費） リース料 ﾘｰｽﾘｮｳ ※1
28005230 事業費用（経費） 事務用消耗品費 ｼﾞﾑﾖｳｼｮｳﾓｳﾋﾝﾋ ※1
28005240 事業費用（経費） 支払手数料 ｼﾊﾗｲﾃｽｳﾘｮｳ ※1
28005250 事業費用（経費） 支払報酬 ｼﾊﾗｲﾎｳｼｭｳ ※1
28005260 事業費用（経費） 事業税 ｼﾞｷﾞｮｳｾﾞｲ ※1
28005270 事業費用（経費） 寄付金 ｷﾌｷﾝ ※1
28005280 事業費用（経費） 燃料費 ﾈﾝﾘｮｳﾋ ※1
28005290 事業費用（経費） 新聞図書費 ｼﾝﾌﾞﾝﾄｼｮﾋ ※1
28005300 事業費用（経費） のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ ※1
28005310 事業費用（経費） 棚卸減耗費 ﾀﾅｵﾛｼｹﾞﾝﾓｳﾋ ※1
28005320 事業費用（経費） 保管料 ﾎｶﾝﾘｮｳ ※1
28005330 事業費用（経費） 特許権使用料 ﾄｯｷｮｹﾝｼﾖｳﾘｮｳ ※1
28005340 事業費用（経費） 調査費 ﾁｮｳｻﾋ ※1
28005350 事業費用（経費） 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ ※1
28005360 事業費用（経費） 開発費 ｶｲﾊﾂﾋ ※1
28005370 事業費用（経費） 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ ※1
28005380 事業費用（経費） 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ ※1
28005390 事業費用（その他） その他の事業費用 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳﾋﾖｳ ※1
28005400 事業費用（経費） 雑費 ｻﾞｯﾋﾟ ※1
28006010 事業費用（経費） 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ ※1
28007010 事業費用（その他） 本部費配賦額 ﾎﾝﾌﾞﾋﾊｲﾌｶﾞｸ ※1
31100010 事業外収益 受取利息 ｳｹﾄﾘﾘｿｸ ※1
31100020 事業外収益 受取配当金 ｳｹﾄﾘﾊｲﾄｳｷﾝ ※1
31100030 事業外収益 仕入割引 ｼｲﾚﾜﾘﾋﾞｷ ※1
31100040 事業外収益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ ※1
31100050 事業外収益 受取手数料 ｳｹﾄﾘﾃｽｳﾘｮｳ ※1
31100060 事業外収益 受取家賃 ｳｹﾄﾘﾔﾁﾝ ※1
31100070 事業外収益 受取リース料 ｳｹﾄﾘﾘｰｽﾘｮｳ ※1
31100080 事業外収益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
31100090 事業外収益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
31100110 事業外収益 為替差益 ｶﾜｾｻｴｷ ※1
31100120 事業外収益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ ※1
31100136 事業外収益 保証債務取崩益 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾄﾘｸｽﾞｼｴｷ ※1
31100140 事業外収益 その他の事業外収益 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｼｭｳｴｷ ※1
31100150 事業外収益 雑収入 ｻﾞｯｼｭｳﾆｭｳ ※1
31100160 事業外収益 有価証券評価益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｴｷ ※1
31100170 事業外収益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ ※1
31100180 事業外収益 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ ※1
31100190 事業収益（その他） 運営費補助金収益 ｳﾝｴｲﾋﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ ※1
31100200 事業収益（その他） 施設設備補助金収益 ｼｾﾂｾﾂﾋﾞﾎｼﾞｮｷﾝｼｭｳｴｷ ※1
31100210 事業収益（その他） 患者外給食収益 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸｼｭｳｴｷ ※1
31100220 事業外収益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
31100230 事業外収益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ ※1
31200010 事業外費用 支払利息 ｼﾊﾗｲﾘｿｸ ※1
31200020 事業外費用 社会医療法人債利息 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾘｿｸ ※1
31200030 事業外費用 売上割引 ｳﾘｱｹﾞﾜﾘﾋﾞｷ ※1
31200040 事業外費用 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ ※1
31200050 事業外費用 手形売却損 ﾃｶﾞﾀﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ ※1
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31200055 事業外費用 電子記録債権売却損 ﾃﾞﾝｼｷﾛｸｻｲｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ ※1
31200060 事業外費用 事業外貸倒損失 ｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ ※1
31200065 事業外費用 創立費 ｿｳﾘﾂﾋ ※1
31200066 事業外費用 開業費 ｶｲｷﾞｮｳﾋ ※1
31200070 事業外費用 繰延資産償却 ｸﾘﾉﾍﾞｼｻﾝｼｮｳｷｬｸ ※1
31200071 事業外費用 創立費償却 ｿｳﾘﾂﾋｼｮｳｷｬｸ ※1
31200072 事業外費用 開業費償却 ｶｲｷﾞｮｳﾋｼｮｳｷｬｸ ※1
31200073 事業外費用 社会医療法人債発行差金償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳｻｷﾝｼｮｳｷｬｸ ※1
31200080 事業外費用 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ ※1
31200100 事業外費用 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
31200130 事業外費用 為替差損 ｶﾜｾｻｿﾝ ※1
31200136 事業外費用 保証債務費用 ﾎｼｮｳｻｲﾑﾋﾖｳ ※1
31200140 事業外費用 その他の事業外費用 ｿﾉﾀﾉｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲﾋﾖｳ ※1
31200150 事業外費用 雑損失 ｻﾞｯｿﾝｼﾂ ※1
31200170 事業外費用 社会医療法人債発行費等償却 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳｼｮｳｷｬｸ ※1
31200180 事業外費用 有価証券償還損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝｼｮｳｶﾝｿﾝ ※1
31200200 事業外費用 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ ※1
31200210 事業外費用 貸倒引当金事業外繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｼﾞｷﾞｮｳｶﾞｲｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
31200230 事業外費用 社会医療法人債発行費等 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲﾊｯｺｳﾋﾄｳ ※1
31200240 事業外費用 開発費償却 ｶｲﾊﾂﾋｼｮｳｷｬｸ ※1
31200250 事業外費用 のれん償却 ﾉﾚﾝｼｮｳｷｬｸ ※1
31200260 事業外費用 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
31200270 事業外費用 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ ※1
31200280 事業外費用 コマーシャルペーパー利息 ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰﾘｿｸ ※1
31200290 事業外費用 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ ※1
31200300 事業費用（経費） 患者外給食用材料費 ｶﾝｼﾞｬｶﾞｲｷｭｳｼｮｸﾖｳｻﾞｲﾘｮｳﾋ ※1
31200310 事業外費用 診療費減免額 ｼﾝﾘｮｳﾋｹﾞﾝﾒﾝｶﾞｸ ※1
32100010 特別利益 前期損益修正益 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｴｷ ※1
32100020 特別利益 固定資産売却益 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ ※1
32100040 特別利益 有価証券売却益 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｴｷ ※1
32100045 特別利益 関係会社株式売却益 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾊﾞｲｷｬｸｴｷ ※1
32100050 特別利益 貸倒引当金戻入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
32100070 特別利益 退職給付引当金戻入額 ﾀｲｼｮｸｷｭｳﾌﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
32100080 特別利益 賞与引当金戻入額 ｼｮｳﾖﾋｷｱﾃｷﾝﾓﾄﾞｼｲﾚｶﾞｸ ※1
32100090 特別利益 償却債権取立益 ｼｮｳｷｬｸｻｲｹﾝﾄﾘﾀﾃｴｷ ※1
32100100 特別利益 債務免除益 ｻｲﾑﾒﾝｼﾞｮｴｷ ※1
32100110 特別利益 その他の特別利益 ｿﾉﾀﾉﾄｸﾍﾞﾂﾘｴｷ ※1
32100120 特別利益 社会医療法人債償還益 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｴｷ ※1
32100130 特別利益 デリバティブ評価益 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｴｷ ※1
32100140 特別利益 負ののれん発生益 ﾌﾉﾉﾚﾝﾊｯｾｲｴｷ ※1
32200010 特別損失 前期損益修正損 ｾﾞﾝｷｿﾝｴｷｼｭｳｾｲｿﾝ ※1
32200020 特別損失 固定資産売却損 ｺﾃｲｼｻﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ ※1
32200030 特別損失 固定資産除却損 ｺﾃｲｼｻﾝｼﾞｮｷｬｸｿﾝ ※1
32200050 特別損失 有価証券売却損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾊﾞｲｷｬｸｿﾝ ※1
32200060 特別損失 貸倒損失 ｶｼﾀﾞｵﾚｿﾝｼﾂ ※1
32200080 特別損失 災害損失 ｻｲｶﾞｲｿﾝｼﾂ ※1
32200100 特別損失 有価証券評価損 ﾕｳｶｼｮｳｹﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
32200110 特別損失 役員退職慰労金 ﾔｸｲﾝﾀｲｼｮｸｲﾛｳｷﾝ ※1
32200115 特別損失 減損損失 ｹﾞﾝｿﾝｿﾝｼﾂ ※1
32200120 特別損失 関係会社等整理損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬﾄｳｾｲﾘｿﾝ ※1
32200130 特別損失 特別退職金 ﾄｸﾍﾞﾂﾀｲｼｮｸｷﾝ ※1
32200140 特別損失 和解損失金 ﾜｶｲｿﾝｼﾂｷﾝ ※1
32200150 特別損失 棚卸資産廃棄損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾊｲｷｿﾝ ※1
32200160 特別損失 不動産処分損 ﾌﾄﾞｳｻﾝｼｮﾌﾞﾝｿﾝ ※1
32200170 特別損失 移転費用 ｲﾃﾝﾋﾖｳ ※1
32200180 特別損失 社会医療法人債償還損 ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｻｲｼｮｳｶﾝｿﾝ ※1
32200200 特別損失 その他の特別損失 ｿﾉﾀﾉﾄｸﾍﾞﾂｿﾝｼﾂ ※1
32200220 特別損失 特定金銭信託解約損 ﾄｸﾃｲｷﾝｾﾝｼﾝﾀｸｶｲﾔｸｿﾝ ※1
32200240 特別損失 適格退職年金過去勤務費用 ﾃｷｶｸﾀｲｼｮｸﾈﾝｷﾝｶｺｷﾝﾑﾋﾖｳ ※1
32200250 特別損失 棚卸資産評価損 ﾀﾅｵﾛｼｼｻﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
32200260 特別損失 貸倒引当金繰入額 ｶｼﾀﾞｵﾚﾋｷｱﾃｷﾝｸﾘｲﾚｶﾞｸ ※1
32200270 特別損失 出資金評価損 ｼｭｯｼｷﾝﾋｮｳｶｿﾝ ※1
32200280 特別損失 関係会社株式評価損 ｶﾝｹｲｶﾞｲｼｬｶﾌﾞｼｷﾋｮｳｶｿﾝ ※1
32200290 特別損失 関係会社株式売却損 ｖ ※1
32200300 特別損失 デリバティブ評価損 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾋｮｳｶｿﾝ ※1
32200310 特別損失 控除対象外消費税等負担額 ｺｳｼﾞｮﾀｲｼｮｳｶﾞｲｼｮｳﾋｾﾞｲﾄｳﾌﾀﾝｶﾞｸ ※1
33100010 法人税等 法人税等 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳ
33100020 法人税等 法人税等追徴額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾂｲﾁｮｳｶﾞｸ
33100030 法人税等 法人税等還付額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳｶﾝﾌﾟｶﾞｸ
33100040 法人税等 法人税等調整額 ﾎｳｼﾞﾝｾﾞｲﾄｳﾁｮｳｾｲｶﾞｸ

※1 「医療法人会計基準（平成29年4月2日以後）」で変更になった箇所を網掛け
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