
 ファイル設計書 9/3/2021 15:46:00 PM 

業務ｺｰﾄﾞ ＪＡ ｼｽﾃﾑ名 個人住民税 ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 当初入力 

ＲＬ  ＭＡＸ件数 人口 容量  

ファイル名 給報パンチレイアウト（DAKYUHO.CSV） 作成者 井手 

 

 1  

項目名: KEY 

TYPE 

Null/ 

Unique 

TYPE 桁数 備考 

給報(特徴･普徴･専従) 年金給報  

冊号 総括表 仕切 給報 冊号 給報   

1  区分  ＮＮ 数字 1  “１”   ”２”  ”４”  “３”  “１” “３”   

2  バッチ連番  ＮＮ 数字 4 (1)    (1)    

3  処理コード   数字 5         

4  件数   数字 4 (2) (3)   (2)    

5  指定番号   数字 12  (5)   (6)    

6  整理番号   数字 5    (6)     

7  受給者番号   文字 25    (7)     

8  パンチカナ氏名   文字 25    (8)  (6)   

9  パンチ生年月日   数字 7    (54)  (7)   

10 宛名番号   数字 12         

11 資料番号   数字 17    (55)  (55)   

12 徴収区分   数字 1 (3)  (1)  “３”  “３”   

13 普徴区分   数字 1    (9)     

14 支払金額   数字 9    (10)     

15 給与所得控除後の金額   数字 9    (11)     

16 所得控除合計額   数字 9    (12)     

17 源泉徴収税額   数字 9    (13)     

18 控対配有り   数字 1    (14)  (17)   

19 控対配なし   数字 1         

20 控対配老人   数字 1    (16)  (19)   

21 配偶者(特別)控除   数字 6    (17)     

22 扶養特定   数字 1    (18)  (20)   

23 扶養同居老親   数字 1    (19)     

24 扶養老人合計   数字 1    (20)  (21)   

25 扶養一般   数字 2    (21)  (22)   

26 特別障害同居   数字 1    (22)  (27)   

27 特別障害合計   数字 1    (23)  (23)   

28 その他障害   数字 1    (24)  (24)   

29 社会保険料控除   数字 9    (25)  (25)   
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 2  

項目名: KEY 

TYPE 

Null/ 

Unique 

TYPE 桁数 備考 

給報(特徴･普徴･専従) 年金給報  

冊号 総括表 仕切 給報 冊号 給報   

30 小規模企業共済掛金控除   数字 9    (26)     

31 生命保険料控除   数字 9    (27)     

32 地震保険料控除   数字 9    (28)     

33 住宅取得等特別控除   数字 9    (29)     

34 特別減税額   数字 9         

35 前職分給与支払額   数字 9    (35)     

36 配偶者所得   数字 9    (30)  (30)   

37 旧個人年金保険料支払額   数字 9    (31)     

38 旧長期損害保険料支払額   数字 9    (32)     

39 本人夫あり   数字 1         

40 本人未成年者   数字 1    (37)     

41 乙欄区分   数字 1    (38)     

42 本人特別障害   数字 1    (39)  (14)   

43 本人その他障害   数字 1    (40)  (15)   

44 本人老年者   数字 1         

45 本人寡婦   数字 1    (42)  (29)   

46 本人寡婦（特別）   数字 1         

47 本人寡夫   数字 1         

48 本人勤労学生   数字 1    (45)     

49 本人死亡退職   数字 1    (46)     

50 本人災害者   数字 1    (47)     

51 本人外国人   数字 1    (48)     

52 就職区分   数字 1    (49)     

53 退職区分   数字 1    (50)     

54 年   数字 2    (51)     

55 月   数字 2    (52)     

56 日   数字 2    (53)     

57 入力区分   数字 2 ”３０”    (5)01～13    

58 種別名称   日本語 10         
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項目名: KEY 

TYPE 

Null/ 

Unique 

TYPE 桁数 備考 
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59 年金支払額 1   数字 9      (8)   

60 年金源泉税額 1   数字 9      (9)   

61 年金支払額 2   数字 9      (10)   

62 年金源泉税額 2   数字 9      (11)   

63 年金支払額 3   数字 9      (12)   

64 年金源泉税額 3   数字 9      (13)   

65 種別コード   数字 1         

66 不明フラグ   数字 1         

67 イメージ番号   文字 15         

68 国民年金保険料   数字 12    (56)     

69 パンチ連番   数字 8         

70 住宅借入金控除可能額   数字 9    (57)     

71 年調区分   数字 1 （4）        

72 件数２   数字 4         

73 特別徴収義務者コード   数字 3         

74 性別コード   数字 1         

75 氏名（漢字）   文字 25         

76 郵便番号   数字 7         

77 住所（漢字）   文字 80         

78 居住開始年１   数字 2    (58)     

79 居住開始月１   数字 2    (58)     

80 居住開始日１   数字 2    (58)     

81 住宅借入金等特別控除区分 1   数字 2    (59)     

82 借入金等年末残高 1   数字 8    (60)     

83 居住開始年 2   数字 2    (61)     

84 居住開始月 2   数字 2    (61)     

85 居住開始日 2   数字 2    (61)     

86 住宅借入金等特別控除区分 2   数字 2    (62)     

87 借入金等年末残高 2   数字 8    (63)     
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項目名: KEY 

TYPE 

Null/ 

Unique 

TYPE 桁数 備考 
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88 住宅借入金等特別控除適用数   数字 1    (64)     

89 16 歳未満扶養親族   数字 2    (65)  (26)   

90 旧生命保険料支払額   数字 9    (67)     

91 新生命保険料支払額   数字 9    (66)     

92 新個人年金保険料支払額   数字 9    (69)     

93 介護医療保険料支払額   数字 9    (68)     

94 訂正区分   数字 1    (70)  (70)   

95 条約免除区分   数字 1    (71)     

96 数値予備１   数字 5         

97 数値予備２   数字 5         

98 数値予備３   数字 5         

99 特定取得区分１   数字 1         

100 特定取得区分２   数字 1         

101 年金支払額 4   数字 9      (72)   

102 年金源泉税額 4   数字 9      (73)   

103 個人番号・法人番号   数字 13  (6)  (76)  (76)   

104 配偶者個人番号   数字 12    (77)  (77)   

105 扶養親族個人番号１   数字 12    (78)  (78)   

106 扶養親族個人番号２   数字 12    (79)  (79)   

107 扶養親族個人番号３   数字 12    (80)     

108 扶養親族個人番号４   数字 12    (81)     

109 16 歳未満個人番号１   数字 12    (82)  (82)   

110 16 歳未満個人番号２   数字 12    (83)  (83)   

111 16 歳未満個人番号３   数字 12    (84)     

112 16 歳未満個人番号４   数字 12    (85)     

113 扶養親族欄外有無   数字 1    (86)     

114 16 歳未満欄外有無   数字 1    (87)     

115 非居住者の親族の数   数字 2    (88)  (88)   

116 基礎控除    数字 10    (89)     
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項目名: KEY 

TYPE 

Null/ 

Unique 

TYPE 桁数 備考 
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冊号 総括表 仕切 給報 冊号 給報   

117 所得金額調整控除   数字 10    (90)     

118 ひとり親   数字 1    (91)  (91)   

119 予備項目文字   文字 300         

 

※金額等にマイナスがある場合は数字の前にマイナス「－」を入力してください。（ex.）-10000） 

※給報（特徴、普徴、専従者）および年金給報についてこのレイアウトでデータを作成してください。（全て同

じファイル名（DAKYUHO.CSV）です。） 

※冊号、総括表、給報は全て同一のレイアウトです。それぞれ指示のある項目に該当する項目を入力してくださ

い。 


