
・給与支払報告書
・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード
・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号
・合算区分 ・申告区分 ・徴収区分
・指定番号 ・整理番号 ・受給者番号
・パンチ氏名カナ ・パンチ生年月日 ・専給区分
・給与収入一般 ・給与収入専従 ・給与特定控除
・給与所得 ・所得控除合計 ・源泉徴収税額
・源泉徴収税額内未納 ・源泉徴収税額計算値 ・（源泉）控除対象配偶者あり
・（源泉）控除対象配偶者あり（老人）・配偶者（特別）控除 ・扶養＿特定
・扶養＿同居老親 ・扶養＿老人合計 ・扶養＿一般
・扶養＿障害（特別同居） ・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他）
・控除＿小規模企業共済等掛金 ・控除＿社会保険料 ・控除＿生命保険料
・控除＿損害保険料 ・控除＿住宅取得特別 ・定率控除額
・前職分給与 ・配偶者所得 ・生命保険＿個人年金支払額
・損害保険＿長期支払額 ・本人＿夫あり ・本人＿未成年
・乙欄区分 ・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害
・本人＿老年者 ・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫
・本人＿勤労学生 ・死亡退職 ・災害者
・外国人 ・就退職区分 ・就退職年月日
・算入強制区分 ・強制親区分 ・警告エラー無視サイン
・併徴先判定区分 ・エラー区分 ・エラー内容
・作成日 ・更新日 ・更新時間
・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・国民年金保険料等
・転送区分 ・転送先コード ・転送日
・年調区分 ・住宅取得等特別控除可能額 ・住宅居住開始年月日１
・住宅居住開始年月日２ ・住宅借入金等年末残高１ ・住宅借入金等年末残高２
・住宅借入区分１ ・住宅借入区分２ ・住宅借入区分３
・エラー詳細コード ・年少扶養人数 ・生命保険＿支払額
・新生命保険＿支払額 ・新生命保険＿個人年金支払額 ・生命保険＿介護医療支払額
・訂正区分 ・条約免除区分 ・特定取得区分１
・特定取得区分２ ・住宅借入金等特別控除適用数 ・非居住者である親族の数
・控除対象扶養親族の欄外記載有無 ・16歳未満扶養親族の欄外記載有無 ・パンチイメージ番号
・摘要欄 ・給与＿所得金額調整控除額 ・控除＿基礎
・本人＿ひとり親

・年金支払報告書
・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード
・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号
・合算区分 ・入力区分 ・徴収区分
・指定番号 ・パンチ生年月日 ・パンチ氏名カナ
・年金収入 ・年金所得 ・源泉徴収税額
・源泉徴収税額内未納 ・源泉徴収税額計算値 ・定率控除額
・配偶者所得 ・配偶者（特別）控除 ・源泉控除対象配偶者あり
・源泉控除対象配偶者あり（老人） ・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害
・本人＿老年者 ・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫
・本人＿勤労学生 ・扶養＿特定 ・扶養＿同居老親
・扶養＿老人合計 ・扶養＿一般 ・扶養＿障害（特別同居）
・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他） ・控除＿社会保険料
・算入強制区分 ・強制親区分 ・本人＿夫あり
・警告エラー無視サイン ・エラー区分 ・エラー内容
・作成日 ・更新日 ・更新時間
・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・転送区分
・転送先コード ・転送日 ・年調区分
・エラー詳細コード ・年少扶養人数 ・訂正区分
・非居住者である親族の数 ・パンチイメージ番号 ・本人＿ひとり親

（別添１）特定個人情報ファイル記録項目



・申告受付情報
・年分 ・年度分 ・宛名番号
・算定団体コード ・履歴連番 ・バッチ連番
・処理コード ・決定区分 ・資料番号
・合算区分 ・申告区分 ・徴収区分
・指定番号 ・整理番号 ・受給者番号
・パンチ生年月日 ・パンチ氏名カナ ・納税者番号
・税務署連絡区分 ・警告エラー無視 ・強制課税区分
・手入力区分 ・所得_営業 ・所得_農業
・所得_漁業 ・所得_肉用牛 ・所得_肉用牛売却
・所得_他事 ・所得_不動産 ・所得_利子
・所得_配当株式 ・所得_配当その他 ・所得_少額配当
・所得_配当私募証券 ・所得_配当一般外貨 ・所得_給与
・所得_公的年金 ・所得_雑 ・所得_総合譲渡短期
・所得_総合譲渡長期２分１前 ・表示用一時所得 ・所得_一時２分１前
・所得_譲渡一時 ・所得_分離事業雑 ・所得_分離超短期
・所得_分離短期 ・所得_分離短期軽減 ・所得_分離長期一般
・所得_分離長期特定 ・所得_分離長期軽課 ・所得_分離居住特例
・所得_分離未公開株式 ・所得_分離上場株式 ・所得_分離先物取引
・所得_分離山林 ・所得_分離退職 ・収入_営業
・収入_農業 ・収入_漁業 ・収入_肉用牛
・収入_他事 ・収入_不動産 ・収入_利子
・収入_配当株式 ・収入_配当その他 ・収入_少額配当
・収入_配当私募証券 ・収入_配当一般外貨 ・収入_給与一般
・収入_給与専従 ・給与特定控除 ・収入_公的年金
・収入_雑 ・収入_総合譲渡短期 ・収入_総合譲渡長期
・収入_一時 ・収入_分離事業雑 ・収入_分離超短期
・収入_分離短期 ・収入_分離短期軽減 ・収入_分離長期一般
・収入_分離長期特定 ・収入_分離長期軽課 ・収入_未公開株式
・収入_上場株式 ・収入_先物取引 ・収入_分離山林
・収入_分離退職 ・退職収入支払年度 ・退職勤続年数
・退職障害起因区分 ・退職返却区分 ・非課税所得金額１
・非課税所得区分１ ・特控_総合譲渡 ・特控_一時
・特控_短期 ・特控_短期軽減 ・特控_長期一般
・特控_長期特定 ・特控_長期軽課 ・特控_有価未公開
・特控_有価上場 ・特控_山林 ・損益_経常所得
・損益_分離短期 ・損益_分離短期軽減 ・損益_総合譲渡短期
・損益_分離長期一般 ・損益_分離長期特定 ・損益_分離長期軽課
・損益_譲渡一時 ・損益_分離山林 ・損益_分離退職
・純損失の金額 ・雑損失の金額 ・株式本年繰越損失
・先物取引本年繰損 ・株式翌年繰越損失 ・先物取引翌年繰損
・長期居住特例繰損 ・専従控除配偶者 ・専従控除その他
・配偶者所得 ・前々年変動所得 ・前年変動所得
・変動所得 ・臨時所得 ・配当株式住民税ベース
・配当他住民税ベース ・配当私募証券住民税ベース ・配当一般外貨住民税ベース
・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除
・小規模控除 ・生命保険料控除 ・損害保険料控除
・地震保険料控除 ・寄附金控除 ・配偶者特別控除
・老年者控除 ・かふ控除 ・勤労学生控除
・障害者控除 ・配偶者控除 ・扶養控除
・基礎控除 ・生命保険支払額 ・個人年金支払額
・損保長期支払額 ・損保短期支払額 ・地震保険支払額
・生保住民税ベース ・損保住民税ベース ・配特住民税ベース
・雑損住民税ベース ・医療費住民税ベース ・寄附金住民税ベース
・老年者住民税ベース ・配所住民税ベース ・合計所得金額住民税
・総所得金額住民税 ・総所得金額等住民税 ・所得控除合計額住民税
・課標総合 ・課標総合実計 ・課標事業雑
・課標超短期 ・課標短期 ・課標短期軽減
・課標長期一般 ・課標長期特定 ・課標長期軽課
・課標未公開株式 ・課標上場株式 ・課標先物取引
・課標山林 ・課標退職 ・課標肉用牛
・税額総合 ・税額事業雑 ・税額超短期
・税額短期 ・税額短期軽減 ・税額長期一般
・税額長期特定 ・税額長期軽課 ・税額未公開株式
・税額上場株式 ・税額先物取引 ・税額山林
・税額退職 ・税額肉用牛 ・合計所得金額
・総所得金額 ・総所得金額等 ・所得控除合計額
・所得税一次金額 ・投資リース控除 ・配当控除
・住宅取得等特別控除 ・政党等寄附金控除 ・住宅耐震特別控除



・差引所得税 ・災害減免額 ・外国税額控除
・所得税 ・特別減税 ・源泉徴収税額
・源泉徴収内未納 ・申告納税額 ・本人_夫あり
・本人_未成年 ・本人_特別障害 ・本人_その他障害
・本人_老年者 ・本人_寡婦 ・本人_寡夫
・本人_勤労学生 ・同一生計配偶者 ・同一生計配偶者（老人）
・控対配特障同居 ・控対配特障合計 ・控対配その他障害
・扶養_一般 ・扶養_特定 ・扶養_同居老親
・扶養_老人合計 ・扶養_特障同居 ・扶養_特障合計
・扶養_その他障害 ・青色申告区分 ・専従配偶者
・専従その他 ・青色申告特別控除額 ・特例条文短期
・特例条文長期 ・特例条文予備 ・予想住民税額
・かふ事由 ・勤労学生の学校 ・第1期納税額
・第2期納税額 ・第3期納税額 ・延滞届出額
・期限内納付額 ・申告 ・税務署受付区分
・屋号 ・電話番号 ・配当譲渡割控除額
・賦課所在地コード ・所得税実徴収額 ・家内労働計算区分
・併徴元区分 ・転送区分 ・転送先コード
・転送日 ・エラー区分 ・エラー内容
・申告者氏名 ・配偶者所得住民税ベース ・配当・株式等譲渡の申告不要制度適用区分

・金額予備3 ・金額予備4 ・金額予備5
・金額予備6 ・金額予備7 ・金額予備8
・金額予備9 ・金額予備10 ・文字予備1
・文字予備2 ・文字予備3 ・文字予備4
・文字予備5 ・サイン予備1 ・年調以外かつ専修学校等サイン
・サイン予備3 ・特定取得区分 ・申告詳細区分
・作成日 ・更新日 ・更新時間
・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・電子証明書特別控除
・住宅取得等特別控除 ・計算－住宅取得等特別控除 ・住宅取得控除可能額
・譲渡割額 ・寄附金（ふるさと納税） ・寄附金（共同募金
・日赤支部） ・寄附金（市区町村条例指定） ・寄附金（都道府県条例指定）
・所得_分離上場配当 ・収入_分離上場配当 ・課税標準額_上場配当
・税額上場配当 ・住宅特定改修特別控除 ・認定長期優良住宅新築等控除
・住宅借入金等可能額（H21～） ・上場配当繰越控除 ・扶養_年少
・新生命保険支払額 ・新個人年金支払額 ・介護医療支払額
・復興特別所得税額 ・所得税及び復興特別所得税 ・寄附金（ワンストップ特例）
・医療費控除の特例区分 ・内）特定譲渡繰損 ・前年繰越純損失
・前年繰越雑損失 ・給与＿所得金額調整控除適用区分 ・給与＿所得金額調整控除額
・本人＿ひとり親 ・内）収入＿その他雑 ・内）収入＿業務雑
・内）所得＿その他雑 ・内）所得＿業務雑 ・住宅借入金等特別控除年調済区分

・所得＿給与住民税ベース ・所得＿公的年金住民税ベース ・給与＿所得金額調整控除額住民税



・扶養関係
・宛名番号 ・年度分 ・扶養者宛名番号
・扶養関係コード ・履歴連番 ・作成日
・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号
・更新端末番号 ・照会区分 ・被扶養者宛名番号

・申告特例通知書
・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード
・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号
・寄附先コード ・パンチ氏名かな ・パンチ生年月日
・パンチ性別 ・合計寄附金額 ・入力日
・算入強制区分 ・作成日 ・更新日
・更新時間 ・更新職員宛名番号 ・更新端末番号
・訂正区分

・記載番号情報
・宛名番号 ・年度分 ・バッチ連番
・処理コード ・合算区分 ・対象区分
・記載順 ・記載個人番号 ・作成日
・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号
・更新端末番号



・確定申告書、住民税申告書
・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード
・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号
・合算区分 ・申告区分 ・徴収区分
・指定番号 ・整理番号 ・受給者番号
・パンチ生年月日 ・パンチ氏名カナ ・納税者番号
・務署連絡区分 ・警告エラー無視サイン ・強制課税区分
・手入力区分 ・所得＿営業等 ・所得＿営業（営業等内訳）
・所得＿他事（営業等内訳） ・所得＿漁業（営業等内訳） ・所得＿農業
・所得＿肉用牛（免税・免外計） ・所得＿肉用牛（免外売却価格） ・所得＿不動産
・所得＿利子 ・所得＿配当（配当控除適用分） ・所得＿配当（配当控除適用無分）
・所得＿配当（少額） ・所得＿給与 ・所得＿公的年金
・所得＿雑 ・所得＿譲渡一時 ・所得＿一時（２分の１前）
・所得＿総合短期 ・所得＿総合譲渡長期（２分の１前） ・所得＿退職
・所得＿分離山林 ・所得＿分離事業雑 ・所得＿分離短期
・所得＿分離短期軽減 ・所得＿分離長期（一般） ・所得＿分離長期（優良）
・所得＿分離長期（居住） ・所得＿分離上場株式 ・所得＿分離未公開株式
・所得＿分離先物取引 ・合計所得金額 ・総所得金額
・総所得金額等 ・純損失の金額 ・雑損失の金額
・先物取引繰越控除 ・専従者控除＿配偶者 ・専従者控除＿その他
・平均課税（前々年変動所得） ・平均課税（前年の変動所得） ・平均課税（変動所得）
・平均課税（臨時所得） ・特別控除＿一時 ・特別控除＿総合譲渡
・特別控除＿短期 ・特別控除＿短期軽減 ・特別控除＿長期（一般）
・特別控除＿長期（優良） ・特別控除＿長期（居住） ・特別控除＿山林
・特別控除＿上場株式 ・特別控除＿未公開株式 ・給与収入（一般）
・給与収入（専従） ・給与（特定控除） ・公的年金収入
・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害 ・本人＿老年者
・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫 ・本人＿勤労学生
・本人＿未成年 ・本人＿夫あり ・同一生計配偶者あり
・同一生計配偶者あり（老人） ・配偶者所得 ・扶養＿一般
・扶養＿特定 ・扶養＿老人同居 ・扶養＿老人合計
・扶養＿障害（特別同居） ・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他）
・青色申告区分 ・専従者＿配偶者 ・専従者＿その他
・非課税所得区分１ ・非課税所得金額１ ・控除＿雑損
・控除＿医療費 ・控除＿社会保険料 ・控除＿小規模企業共済等掛金
・控除＿生命保険料 ・控除＿損害保険料 ・控除＿寄附金
・控除＿配偶者特別 ・控除＿配偶者 ・控除＿本人
・控除＿扶養 ・控除＿障害（扶養控除内数） ・控除＿基礎
・生命保険＿支払額 ・生命保険＿個人年金支払額 ・損害保険＿地震支払額
・損害保険＿長期支払額 ・所得控除＿合計 ・退職＿退職収入（現年課税分）
・退職＿所得税用退職所得 ・退職＿勤続年数 ・退職＿障害区分
・所得税＿控除＿損害保険料 ・所得税＿控除＿生命保険料 ・所得税＿控除＿配偶者特別
・所得税＿控除＿寄附金 ・所得税＿合計所得 ・所得税＿所得控除計
・所得税＿その他税額控除 ・所得税＿所得税額 ・計算値＿合計所得金額
・計算値＿控除額合計 ・計算値＿配当控除 ・計算値＿特別減税額
・計算値＿所得税額 ・収入＿営業等 ・収入＿営業（営業等内数）
・収入＿漁業（営業等内数） ・収入＿他事（営業等内数） ・収入＿農業
・収入＿肉用牛 ・収入＿不動産 ・収入＿利子
・収入＿配当（配当控除適用分） ・収入＿配当（配当控除適用無分） ・収入＿配当（少額配当分）
・収入＿雑 ・収入＿一時 ・収入＿総合譲渡短期
・収入＿総合譲渡長期 ・収入＿分離事業 ・雑
・収入＿分離短期 ・収入＿分離短期軽減 ・収入＿分離長期（一般）
・収入＿分離長期（優良） ・収入＿分離長期（居住） ・収入＿分離山林
・収入＿分離上場株式 ・収入＿分離未公開株式 ・収入＿分離先物取引
・特例摘要条文長期 ・特例摘要条文短期 ・特例摘要条文予備
・エラー区分 ・エラー内容 ・作成日
・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号
・更新端末番号 ・配当割額 ・株式譲渡繰越損失
・併徴先判定区分 ・転送区分 ・転送先コード
・転送日 ・所得＿長期（居住特例） ・長期（居住特例）の繰越損失
・収入＿配当（私募証券） ・収入＿配当（一般外貨建） ・所得＿配当（私募証券）
・所得＿配当（一般外貨建等証券） ・所得税＿外国税額控除 ・所得税＿住宅ローン控除
・住宅取得等特別控除 ・翌年申告作成区分 ・住宅取得等特別控除計算値
・住宅取得等特別控除可能額 ・税源移譲減額計算値 ・発送区分
・調査コード ・上場配当繰越損失 ・住宅用課税標準額
・住宅用所得税額 ・譲渡割額 ・寄附金（ふるさと納税）
・寄附金（共同募金・日赤支部） ・寄附金（市条例指定） ・寄附金（都道府県条例指定）
・所得＿分離上場配当 ・収入＿分離上場配当 ・住宅取得等可能額（Ｈ２１～)
・算入強制区分 ・強制親区分 ・国税連携区分



・還付申告区分 ・エラー詳細コード ・扶養＿年少
・特定寄附金 ・震災関連寄附金(限度額80％の分) ・特定震災指定寄附金(税額控除適用)
・認定NPO寄附金(税額控除適用分) ・寄附金控除(税額控除) ・内)政党等寄附金額
・退職＿特定役員区分 ・特定取得区分 ・住宅用所得税額（参考値）
・申告詳細区分 ・申告日時 ・新生命保険＿支払額
・新生命保険＿個人年金支払額 ・生命保険＿介護医療支払額 ・寄附金（ワンストップ特例）
・医療費の支払額 ・医療費補てん額 ・計算値　医療費控除
・医療費控除の特例該当区分 ・内）特定投資株式繰越損失 ・配当・株式等譲渡の申告不要制度適用区分

・金額予備項目19 ・金額予備項目20 ・市民税　外国税額控除
・県民税　外国税額控除 ・給与＿所得金額調整控除適用区分 ・給与＿所得金額調整控除額
・本人＿ひとり親 ・内）収入＿その他雑 ・内）収入＿業務雑
・内）所得＿その他雑 ・内）所得＿業務雑


