
№ 項目名称 文字数 反映先画面 反映先画面項目

1 年度

（必須項目）

4 更新なし 更新なし ・未入力の場合NG

・YYYY

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在する場合】

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが無い場合、

　申告データ個別入力のデータを新規作成いたします。

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが有る場合、

　申告データ個別入力のデータを上書きいたします。

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在しない場合】

・取込処理を行いません。その場合は、エラーメッセージを表示し処理を終了します。対象

者を除いたファイルを作成し、再度年調データ取込処理を行って下さい。

2 事業所コード

（必須項目）

10 更新なし 更新なし ・未入力の場合NG

・現在処理中の事業所コードのみ取込可能とします。

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在する場合】

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが無い場合、

　申告データ個別入力のデータを新規作成いたします。

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが有る場合、

　申告データ個別入力のデータを上書きいたします。

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在しない場合】

・取込処理を行いません。その場合は、エラーメッセージを表示し処理を終了します。対象

者を除いたファイルを作成し、再度年調データ取込処理を行って下さい。

3 従業員コード

（必須項目）

10 更新なし 更新なし ・未入力の場合NG

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在する場合】

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが無い場合、

　申告データ個別入力のデータを新規作成いたします。

・申告データ個別入力に、年度、事業所、従業員コードのデータが有る場合、

　申告データ個別入力のデータを上書きいたします。

【社員マスタに取込対象となる従業員コードが存在しない場合】

・取込処理を行いません。その場合は、エラーメッセージを表示し処理を終了します。対象

者を除いたファイルを作成し、再度年調データ取込処理を行って下さい。

4 氏名 更新なし 更新なし ※取り込んでも値は設定されません

5 配偶者所得 10 申告データ個別入力 配偶者の所得 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

6 新生命保険料 10 申告データ個別入力 生命保険(新) ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

7 旧生命保険料 10 申告データ個別入力 生命保険(旧) ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

8 介護医療保険 10 申告データ個別入力 介護医療保険 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

9 新個人年金保険料 10 申告データ個別入力 個人年金(新) ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

10 旧個人年金保険料 10 申告データ個別入力 個人年金(旧) ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

11 地震保険料 10 申告データ個別入力 地震保険 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

12 旧長期損害保険料 10 申告データ個別入力 旧長期損害保険 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

13 申告分社会保険料 10 申告データ個別入力 社会保険 申告控除分 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

14 国民年金保険料等 10 申告データ個別入力 (うち国民年金保険料等) ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

15 小規模企業共済掛金 10 申告データ個別入力 小規模企業共済掛金 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

16 前職分給与課税支給額1 10 申告データ個別入力 前職分①給与支払額 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

17 前職分所得税1 10 申告データ個別入力 前職分①所得税 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

18 前職分社会保険1 10 申告データ個別入力 前職分①社会保険料 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

19 前職会社名1 50 申告データ個別入力 前職分①前職会社名

20 前職会社住所1 1000 申告データ個別入力 前職分①前職住所

21 前職退職年月日1 10 申告データ個別入力 前職分①前職退職年月日 ・YYYY/MM/DDで入力

22 前職分給与課税支給額2 10 申告データ個別入力 前職分②給与支払額 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

23 前職分所得税2 10 申告データ個別入力 前職分②所得税 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

24 前職分社会保険2 10 申告データ個別入力 前職分②社会保険料 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

25 前職会社名2 50 申告データ個別入力 前職分②前職会社名

26 前職会社住所2 1000 申告データ個別入力 前職分②前職住所

27 前職退職年月日2 10 申告データ個別入力 前職分②前職退職年月日 ・YYYY/MM/DD

28 累計調整課税支給額 10 申告データ個別入力 累計調整額　給与総額 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

29 累計調整所得税 10 申告データ個別入力 累計調整額　所得税 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

30 累計調整社会保険 10 申告データ個別入力 累計調整額　社会保険 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

31 居住開始年月日1 10 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　居住会年月日① ・YYYY/MM/DDで入力

32 住宅借入金等年末借入残高1 10 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　借入金等年末残高① ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

33 控除の種類1 1 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　控除の種類① （前年より更新）

左側の英数字にて登録してください。

1→住　※「Z」でも取り込めます

2→認

3→増

4→震

A→住（特）

B→認（特）

C→増（特）

Y：住（特特）　　※「Y11」でも取り込めます

Y2：認（特特）　※「Y21」でも取り込めます

Y3：増（特特）　※「Y31」でも取り込めます

Y4：震（特特）

Y12：住（特特特）

Y22：認（特特特）

Y32：増（特特特）

Y42：震（特特特）

34 居住開始年月日2 10 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　居住会年月日② ・YYYY/MM/DDで入力

35 住宅借入金等年末借入残高2 10 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　借入金等年末残高② ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

36 控除の種類2 1 申告データ個別入力 住宅(源泉徴収票摘要欄印字用)　控除の種類② （前年より更新）

左側の英数字にて登録してください。

1→住　※「Z」でも取り込めます

2→認

3→増

4→震

A→住（特）

B→認（特）

C→増（特）

Y：住（特特）　　※「Y11」でも取り込めます

Y2：認（特特）　※「Y21」でも取り込めます

Y3：増（特特）　※「Y31」でも取り込めます

Y4：震（特特）

Y12：住（特特特）

Y22：認（特特特）

Y32：増（特特特）

Y42：震（特特特）

37 住宅借入金等特別控除適用数 2 申告データ個別入力 住宅借入金等特別控除適用数 ・0～99

38 住宅取得控除額 10 申告データ個別入力 住宅取得控除等 ・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

39 非課税となる通勤手当 10 更新なし 更新なし ・半角数値で入力(カンマ区切りなし) ※取り込んでも値は設定されません

年末調整データ取込仕様書

備考

・eNENからの連携はありません（eNENから出力されません）。手作業でCSVファイルを

作成し取込を行うか、　申告データ個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENから

出力されたファイルは加工しないでください。

・登録可能文字数は30文字までとなります。超える文字数で取り込みを行うとエラーになります。

・登録可能文字数は40文字までとなります。超える文字数で取り込みを行うとエラーになります。

・登録可能文字数は30文字までとなります。超える文字数で取り込みを行うとエラーになります。

・登録可能文字数は40文字までとなります。超える文字数で取り込みを行うとエラーになります。
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№ 項目名称 文字数 反映先画面 反映先画面項目 備考

40 本人一般障害者 2 申告データ個別入力 障害者控除 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:普通障害

者」と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

・取込ファイル№40(本人一般障害者)=1 かつ 取込ファイル№41(本人特別

障害者)=1の

　場合エラーとなります。

　→取込ファイル№40(本人一般障害者)、№41(本人特別障害者)のどちらか

一方を0にして

　　再度取込を行って下さい。

・取込ファイル(本人一般障害者)=1 かつ 取込ファイル(本人特別障害者)=未

入力 かつ

　現在の登録値(本人:特別障害者)=1の場合エラーとなります。

　→取込ファイ№41(本人特別障害者)に0を入力した後、再度取込を行って下

さい。

41 本人特別障害者 2 申告データ個別入力 障害者控除 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:特別障害

者」と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

・取込ファイル№40(本人一般障害者)=1 かつ 取込ファイル№41(本人特別

障害者)=1の

　場合エラーとなります。

　→取込ファイル№40(本人一般障害者)、№41(本人特別障害者)のどちらか

一方を0にして

　　再度取込を行って下さい。

・取込ファイル№40(本人一般障害者)=未入力 かつ 現在の登録値(本人:普

通障害者)=1

　かつ№41(本人特別障害者)=1の場合エラーとなります。

　→取込ファイル№40(本人一般障害者)に0を入力した後、再度取込を行って

下さい。

42 本人寡婦・寡夫 2 申告データ個別入力 寡婦(夫) ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「寡婦設定」と連携

します。

寡婦設定の年調の設定が「寡婦・寡夫」か「寡婦・ひとり親」になっているかで、取込方法が

異なります（右記参照）

①「寡婦・寡夫」になっている場合

・「0」（非対象）又は「1」（寡婦）又は「2」（特別寡婦）又は「3」（寡

夫）

②「寡婦・ひとり親」になっている場合

・「0」（非対象）又は「1」（寡婦）又は「4」（ひとり親）

43 本人勤労学生 2 申告データ個別入力 勤労学生 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:勤労学生」

と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

44 本人未成年 2 申告データ個別入力 [その他区分]未成年 ・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、申告データ

個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENから

出力されたファイルは加工しないでください。

・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:未成年」と

連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

45 本人死亡退職 2 申告データ個別入力 [その他区分]死亡退職 ・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、申告データ

個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENeか

ら出力されたファイルは加工しないでください。

・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:死亡退職」

と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

46 本人災害者 2 申告データ個別入力 [その他区分]災害者 ・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、申告データ

個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENeか

ら出力されたファイルは加工しないでください。

・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:災害者」と

連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

47 本人外国人 2 申告データ個別入力 [その他区分]外国人 ・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、申告データ

個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENから

出力されたファイルは加工しないでください。

・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「本人:外国人」と

連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

48 源泉控除対象配偶者 2 更新なし 更新なし ※取り込んでも値は設定されません

配偶者の有無や控除対象配偶者は、68「配偶者有無」、69「配偶者控除対

象区分」から設定

49 一般扶養親族数 2 申告データ個別入力 一般扶養親族 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「被扶養者:一般

扶養」と連携します。

・0～99

50 老人扶養親族数 2 申告データ個別入力 老人扶養親族 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「被扶養者:老人

扶養」と連携します。

・0～99

51 特定扶養親族数 2 申告データ個別入力 特定扶養親族 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「被扶養者:特定

扶養」と連携します。

・0～99

52 同居老人親族数 2 申告データ個別入力 同居老親等 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「被扶養者:同居

老親」と連携します。

・0～99

53 16歳未満の扶養親族数 2 申告データ個別入力 年少数 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「16歳未満扶養

親族数」と連携します。

・0～99

54 配偶者一般障害者 2 申告データ個別入力 [配偶者]障害者控除 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「配偶者:配偶者

障害」と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

・1の場合→1を更新

・0の場合→現在の登録値([配偶者]障害者控除)が1であれば0を更新

・取込ファイル№48(源泉控除対象配偶者)が0かつ現在の登録値(配偶者の

有無)が0の場合、

　取込ファイル№54(配偶者一般障害者)=1は入力できません。(エラーとなりま

す。)

55 配偶者特定障害者 2 申告データ個別入力 [配偶者]障害者控除 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「配偶者:配偶者

障害」と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

・1の場合→2を更新

・0の場合→現在の登録値([配偶者]障害者控除)が2であれば0を更新

・取込ファイル№48(源泉控除対象配偶者)が0かつ現在の登録値(配偶者の

有無)が0の場合、

　取込ファイル№54(配偶者特定障害者)=1は入力できません。(エラーとなりま

す。)

56 配偶者同居特別障害者 2 申告データ個別入力 [配偶者]障害者控除 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「配偶者:配偶者

障害」と連携します。

・「0」（非対象）又は「1」（対象）

・1の場合→3を更新

・0の場合→現在の登録値([配偶者]障害者控除)が3であれば0を更新

・取込ファイル№48(源泉控除対象配偶者)が0かつ現在の登録値(配偶者の

有無)が0の場合、

　取込ファイル№54(配偶者同居特別障害者)=1は入力できません。(エラーと

なります。)

57 一般障害者数 2 申告データ個別入力 障害者 一般障害 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「障害者:一般障

害」と連携します。

・0～99

58 特定障害者数 2 申告データ個別入力 障害者 特別障害 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「障害者:特別障

害」と連携します。

・0～99

59 同居特別障害者数 2 申告データ個別入力 障害者 同居特障 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「障害者:同居特

障」と連携します。

・0～99

60 年調区分 2 申告データ個別入力 年調区分 ・「0」（不要）又は「1」（要）

61 普通徴収 2 申告データ個別入力 普通徴収 ・「0」（非対象）又は「1」（対象）

62 源泉提出 2 申告データ個別入力 源泉徴収票を提出する者 ・「0」（非対象）又は「1」（対象）

63 前職情報源泉印字 2 申告データ個別入力 前職分 源泉徴収票に印字する ・「0」（非対象）又は「1」（対象）

64 年調固定 2 申告データ個別入力 入力中・固定のボタン ・0又は1

　0→入力中

　1→固定

「1」で取り込むことで申告データ画面を「固定」にすることが可能です。

ただし、この項目と他の項目を一緒に取り込んでしまうと、自動計算されなくなる

ため、「年調固定」を取り込まれる際は、必要項目を取込んだ後に、この項目と

「年度」「事業所コード」「従業員コード」のみをCSVファイル上に作成していただ

き、単独で一番最後に取り込んでください。（フォーマットからもあらかじめ省いて

います）

65 一括計算対象フラグ 2 申告データ個別入力 一括計算処理 ・「0」（対象）又は「1」（非対象）

66 本人所得（給与所得除く） ９ 申告データ個別入力 本人給与所得以外 半角数値以外はNG

67 23歳未満の扶養親族有無 1 申告データ個別入力 扶養人数（配偶者を除く） ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「23歳未満扶養

有無」と連携します。

・「0」（なし）又は「1」（あり）

※eNENデータを取り込む際は紐づけないようにお願いします。

⇒（2022/11/29更新）紐づけていただいて問題ございません。

68 配偶者有無 １ 申告データ個別入力 配偶者 ・マスター登録→社員設定→税・社保設定→被扶養者設定画面内の「配偶者の有無」と

連携します。

・「0」（なし）又は「1」（あり）

69 配偶者控除対象区分 １ 申告データ個別入力 配偶者 ・「0」（非対象）又は「1」（一般）又は「2」（老人）

70 作成区分 １ 申告データ個別入力 作成区分 ・2022年追加項目

・「0」（国税分）又は「1」（地方税分）又は「2」（国税地方税分）

※ブランクの状態で紐づけて取り込むと、【作成区分】はブランク、【※区分を手

動入力】にチェックが入ります。

71 本年税額精算 １ 申告データ個別入力 本年最後に給与から徴収する税額に充当する金額 ・2022年追加項目

・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

72 未徴収税額精算 １ 申告データ個別入力 未払い給与に係る未徴収の税額に充当する金額 ・2022年追加項目

・半角数値で入力(カンマ区切りなし)

・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、　申告デー

タ個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENから

出力されたファイルは加工しないでください。

・eNENからの連携はありません。手作業でCSVファイルを作成し取込を行うか、　申告デー

タ個別入力に直接入力していただく事となります。

※CSVで取込みを行う際は、必ずご自身でCSVファイルを作成して下さい。eNENから

出力されたファイルは加工しないでください。
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