
レコードの内容 

 

項目番号 項目名 入力文字基準 

1 法定資料の種類 半角・3文字 

2 整理番号 1 半角・10文字 

3 本支店等区分番号 半角・5文字以内 

4 提出義務者の住所（居所）又は所在地 全角・60文字以内 

5 提出義務者の氏名又は名称 全角・30文字以内 

6 提出義務者の電話番号 半角・15文字以内 

7 整理番号 2 半角・13文字 

8 提出者の住所（居所）又は所在地 全角・60文字以内 

9 提出者の氏名又は名称 全角・30文字以内 

10 訂正表示 半角・1文字 

11 年分 半角・2文字 

12 
 

住所又は居所 全角・60文字以内 

13 
支払を受ける者 

国外住所表示 半角・1文字 

14 氏名 全角・30文字以内 

15 
 

役職名 全角・15文字以内 

16 種別 全角・10文字以内 

17 支払金額 半角・10文字以内 

18 未払金額 半角・10文字以内 

19 給与所得控除後の給与等の金額 半角・10文字以内 

20 所得控除の額の合計額 半角・10文字以内 

21 源泉徴収税額 半角・10文字以内 

22 未徴収税額 半角・10文字以内 

23 控除対象配偶者の有無 半角・1文字 

24 老人控除対象配偶者 半角・1文字 

25 配偶者特別控除の額 半角・10文字以内 

26 
 特定 

主 半角・2文字以内 

27 
 

従 半角・2文字以内 

28 
  

主 半角・2文字以内 

29 控除対象扶養親族の数 老人 上の内訳 半角・2文字以内 

30 
  

従 半角・2文字以内 

31 
 その他 

主 半角・2文字以内 

32 
 

従 半角・2文字以内 

33 
 

特別障害者 半角・2文字以内 

34 障害者の数 上の内訳 半角・2文字以内 



35 
 

その他 半角・2文字以内 

36 社会保険料等の金額 半角・10文字以内 

37 上の内訳 半角・10文字以内 

38 生命保険料の控除額 半角・10文字以内 

39 地震保険料の控除額 半角・10文字以内 

40 住宅借入金等特別控除の額 半角・10文字以内 

41 旧個人年金保険料の金額 半角・10文字以内 

42 配偶者の合計所得 半角・10文字以内 

43 旧長期損害保険料の金額 半角・10文字以内 

44 
 

元号 半角・1文字 

45 
受給者の生年月日 

年 半角・2文字 

46 月 半角・2文字 

47 
 

日 半角・2文字 

48 夫あり 半角・1文字 

49 未成年者 半角・1文字 

50 乙欄適用 半角・1文字 

51 
本人が 

特別障害者 半角・1文字 

52 その他の障害者 半角・1文字 

53 老年者 半角・1文字 

54 寡婦 半角・1文字 

55 寡夫 半角・1文字 

56 勤労学生 半角・1文字 

57 死亡退職 半角・1文字 

58 災害者 半角・1文字 

59 外国人 半角・1文字 

60 
 

中途就職・退職の区分 半角・1文字 

61 
中途就・退職 

年 半角・2文字 

62 月 半角・2文字 

63 
 

日 半角・2文字 

64 
 

住所（居所）又は所在地 全角・60文字以内 

65 
 

国外住所表示 半角・1文字 

66 
他の支払者 

氏名又は名称 全角・30文字以内 

67 給与等の金額 半角・10文字以内 

68 
 

徴収した金額 半角・10文字以内 

69 
 

控除した社会保険料の金額 半角・10文字以内 

70 災害者に係る徴収猶予税額 半角・10文字以内 

71 他の支払者のもとを退職し 年 半角・2文字 



72 た年月日 月 半角・2文字 

73 日 半角・2文字 

74 住宅借入金等特別控除等適

用家屋居住年月日 

（1回目） 

年 半角・2文字 

75 月 半角・2文字 

76 日 半角・2文字 

77 住宅借入金等特別控除適用数 半角・1文字 

78 住宅借入金等特別控除可能額 半角・10文字以内 

79 住宅借入金等特別控除区分（1回目） 半角・2文字 

80 住宅借入金等の額（1回目） 半角・8文字以内 

81 住宅借入金等特別控除等適

用家屋居住年月日 

（2回目） 

年 半角・2文字 

82 月 半角・2文字 

83 日 半角・2文字 

84 住宅借入金等特別控除区分（2回目） 半角・2文字 

85 住宅借入金等の額（2回目） 半角・8文字以内 

86 摘要 全角・65文字以内 

87 新生命保険料の金額 半角・10文字以内 

88 旧生命保険料の金額 半角・10文字以内 

89 介護医療保険料の金額 半角・10文字以内 

90 新個人年金保険料の金額 半角・10文字以内 

91 16歳未満扶養親族の数 半角・2文字以内 

92 普通徴収 半角・1文字 

93 青色専従者 半角・1文字 

94 条約免除 半角・1文字 

95 カナ氏名 半角・60文字以内 

96 受給者番号 半角・25文字以内 

97 提出先市町村コード 半角・6文字 

98 指定番号 半角・12文字以内 

 


