
黒字：　既存項目／赤字：　新規追加・修正箇所

項目No. 項目名 必須 キー ＣＤ 項目定義
属性
（桁数）

繰返数

00001 データ処理№ ●

受信者での受信データの処理順序
を表す番号。
受信者は、受信データをこの番号の
昇順に処理するため、送信者は採
番方法について「Ⅱ．技術編　３．５
（３）データ処理№の編集基準」に従
うこと。

9( 5)

00002 情報区分コード ● ＊
情報の種類を示すコード（税率別合
計情報=XXXX）。

X( 4)

18012 データ作成日 ● データを作成した日付。 X( 8)
18013 データ作成時刻 ● データを作成した時刻。（HHMMSS） X( 6)

00009 訂正コード ● ＊
情報の新規・変更・取消を示すコー
ド。

X( 1)

00004 発注者コード ● ★ ＊
注文を行う企業（６桁）およびその工
場・事業所・事業部門等（６桁）を表
すコードで企業コードにより示す。

X(20)

18022 発注者コード管理組織 ● ★ ＊
発注者コードを管理する団体を示す
コード。

X(10)

18665 発注者企業名 注文を行う企業の名称。 X(20)
18023 発注者企業名（漢字） 注文を行う企業の名称。 K(40)

18024 発注者企業の国コード ＊
注文を行う企業が存在する国を示
すコード。

X(10)

00006 発注部門コード
原価の責任部門または納入部門を
示す発注者部門コード。

X( 8)

00184 発注部門名
原価の責任部門または納入部門を
表す発注者部門名称。

X(20)

00279 発注部門名（漢字）
原価の責任部門または納入部門を
表す発注者部門名称。

K(40)

00018 購買担当
購入担当者を表すコードまたは略
称。

X( 7)

00260 購買担当（漢字） 購入担当者を表す名称。 K(14)

00005 受注者コード ● ★ ＊

注文を受ける企業（６桁）およびそ
の営業所・事業所・事業部門等（６
桁）を表すコードで企業コードにより
示す。

X(20)

18027 受注者コード管理組織 ● ★ ＊
受注者コードを管理する団体を示す
コード。

X(10)

18666 受注者企業名 注文を受ける企業の名称。 X(20)
18028 受注者企業名（漢字） 注文を受ける企業の名称。 K(40)

18029 受注者企業の国コード ＊
注文を受ける企業が存在する国を
示すコード。

X(10)

18031 受注部門コード 受注部門を示すコード。 X( 8)
18033 受注部門名 受注部門の名称。 X(20)
18034 受注部門名（漢字） 受注部門の名称。 K(40)

00092 営業担当
営業担当者を表すコードまたは略
称。

X( 7)

00264 営業担当（漢字） 営業担当者を表す名称。 K(14)

XXXXX 受注者登録番号 ● ★
「T」＋「法人番号」で定義された、受
注者の登録番号。

X(15）

18154 計上月度 ● ★
計上処理した年および月度。
年は西暦４桁、月は計上月度（暦日
の１ヶ月とは限らない）を表す。

X( 6)

00312 支払ＩＤ

受注者の売掛金と、発注者からの
入金のマッチングのために付与す
る管理番号。
一意性を持たせる。

X(20)

No.

X

ビジネスドキュメント名称

税率別合計情報（仮称）

機関コード

EIAJ

サブ機関コード

01

版

概念検証版

情報区分コード

XXXX

ビジネスドキュメントID

BDXXXXX
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項目No. 項目名 必須 キー ＣＤ 項目定義
属性
（桁数）

繰返数

00281 通貨コード ■ ＊ 通貨種別を表す。 X( 3) 100(1)

00058 取引符号区分 ＊
数量、金額の符号を示すコード。使
用しないときは当該データはプラス
として扱う。

X( 1)

00059 課税区分 ● ＊
消費税法上、課税・非課税・免税・
課税対象外のいずれであるかを示
すコード。

X( 1)

XXXXX 買掛金額
対象となる検収情報あるいは買掛
明細情報の税抜き検収金額の合計
額。

9(10)

XXXXX 買掛金額（外貨）
対象となる検収情報あるいは買掛
明細情報の税抜き検収金額（外貨）
の合計額（外貨）。

9(12)V(3)

XXXXX 買掛消費税額 ◆
消費税法で定められた基準により
発注者が算定した消費税額。

9(10)

XXXXX 買掛消費税額（外貨） ■
消費税法で定められた基準により
発注者が算定した消費税額（外
貨）。

9(12)V(3)

XXXXX 買掛合計額 ◆
買掛金として計上した、買掛消費税
額込みの合計金額。

9(10)

XXXXX 買掛合計額（外貨） ■
買掛金として計上した、買掛消費税
額（外貨）込みの合計金額（外貨）。

9(12)V(3)

00056 備考
参考情報を入力するフリースペー
ス。 X(30)

00263 備考（漢字）
参考情報を入力するフリースペー
ス。 K(60)

定義と使い方
●印・・・・ビジネスドキュメントにおける必須のデータ項目であることを示す。
◆印・・・・任意項目。ただし、邦貨取引の場合に限り必須項目とし、この場合■印は使用禁止とする。
■印・・・・任意項目。ただし、外貨取引の場合に限り必須項目とし、この場合◆印は使用禁止とする。
注１）特記無き場合は、ひとつのビジネスドキュメントにおいて◆と■はいずれかが必須項目となる。
　　　業務システムによるチェックを推奨する。
注２）税率別合計情報（仮称）ではマルチ明細の繰り返し単位で邦貨取引又は外貨取引となることより、
　　　◆と■はマルチ明細の繰り返し単位内における必須項目として運用する。

＜参考＞Ver2017A-Rev02：　「00059　課税区分」
項目№ 項目名／共通コード定義 備考
00059 　課税区分

１：課税取引
２：非課税取引
３：免税取引
４：経過措置取引
５：特定課税取引
６．軽減税率取引
９：消費税対象外取引

Ver2017A-Rev02（6/28/'19改訂）の適用。
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