
〇 取引先コード 〇 商品コード 売価No.１（税抜）

〇 法人番号 商品単位 売価No.１（税込）

〇 取引先名 〇 商品名 売価No.１（税込）10%

〇 事業所名 商品名２ 売価No.１（税込）8%軽

〇 取引先名カナ 商品名３ 売価No.１（税込）8%

〇 事業所名カナ 商品コード２ 売価No.２（税抜）

インデックス 商品コード３ 売価No.２（税込）

有効期間（開始） 商品区分１ 売価No.２（税込）10%

有効期間（終了） 商品区分２ 売価No.２（税込）8%軽

〇 郵便番号 商品区分３ 売価No.２（税込）8%

〇 都道府県 商品区分４ 売価No.３（税抜）

〇 市区町村 商品区分５ 売価No.３（税込）

〇 番地 バリエーションコード 売価No.３（税込）10%

〇 ビル等 バリエーション名 売価No.３（税込）8%軽

〇 電話番号 バリエーションコード２ 売価No.３（税込）8%

〇 ＦＡＸ番号 バリエーションコード３ 売価No.４（税抜）

メモ１ バリエーション区分１ 売価No.４（税込）

メモ２ バリエーション区分２ 売価No.４（税込）10%

メモ３ バリエーション区分３ 売価No.４（税込）8%軽

バリエーション区分４ 売価No.４（税込）8%

バリエーション区分５ 売価No.５（税抜）

バリエーション区分６ 売価No.５（税込）

〇 部門コード バリエーション区分７ 売価No.５（税込）10%

〇 部門名 バリエーション区分８ 売価No.５（税込）8%軽

インデックス バリエーション区分９ 売価No.５（税込）8%

有効期間（開始） バリエーション区分10 売価No.６（税抜）

有効期間（終了） 荷姿区分コード 売価No.６（税込）

〇 得意先コード 売価No.６（税込）10%

得意先区分１ 売価No.６（税込）8%軽

得意先区分２ 売価No.６（税込）8%

〇 勘定科目コード 得意先区分３ 売価No.７（税抜）

〇 勘定科目名 得意先区分４ 売価No.７（税込）

勘定科目名（外語） 得意先区分５ 売価No.７（税込）10%

インデックス 仕入先コード 売価No.７（税込）8%軽

〇 科目区分コード 仕入先区分１ 売価No.７（税込）8%

〇 貸借 仕入先区分２ 売価No.８（税抜）

使用 仕入先区分３ 売価No.８（税込）

【消費税】 仕入先区分４ 売価No.８（税込）10%

〇 借方消費税区分コード 仕入先区分５ 売価No.８（税込）8%軽

〇 貸方消費税区分コード 数量範囲（以上） 売価No.８（税込）8%

消費税率種別 数量範囲（未満） 売価No.９（税抜）

消費税自動計算 単価小数桁 売価No.９（税込）

端数処理 登録日時 売価No.９（税込）10%

事業区分コード 修正日時 売価No.９（税込）8%軽

最終更新日時 売価No.９（税込）8%

【金額】 売価No.10（税抜）

〇 標準価格（税抜） 売価No.10（税込）

〇 勘定科目コード 標準価格（税込） 売価No.10（税込）10%

〇 補助科目コード 標準価格（税込）10% 売価No.10（税込）8%軽

〇 補助科目名 標準価格（税込）8%軽 売価No.10（税込）8%

インデックス 標準価格（税込）8% 単位原価

【消費税】 仕入原価（税抜）

勘定科目と同じ設定にする 仕入原価（税込）

〇 借方消費税区分コード 仕入原価（税込）10%

〇 貸方消費税区分コード 仕入原価（税込）8%軽

消費税率種別 仕入原価（税込）8%

消費税自動計算

端数処理

事業区分コード

〇 消費税区分コード

〇 消費税区分名

申告書計算区分コード

略称

表示

設定済 項目

取引先別商品単価マスタ

共通マスタテンプレート連携設定項目一覧

設定済 項目

設定済 項目

設定済 項目

設定済 項目

設定済 項目

設定済 項目

取引先マスタ

部門マスタ

科目マスタ

科目・補助マスタ

税区分マスタ



〇 商品コード 【単価】 【荷姿】

〇 商品名 〇 標準価格（税抜）

〇 種別 標準価格（税込）

処理区分 標準価格（税込）8% 荷姿１－荷姿区分コード

登録日時 標準価格（税込）8%軽 荷姿１－基準荷姿区分コード

修正日時 標準価格（税込）10% 荷姿１－基準単位当り荷姿区分数

最終更新日時 売価No.１（税抜） 荷姿１－単位

インデックス 売価No.１（税込） 荷姿１－内容

数量入力 売価No.１（税込）8% 荷姿１－備考

〇 単位 売価No.１（税込）8%軽 荷姿２－荷姿区分コード

入数小数 売価No.１（税込）10% 荷姿２－基準荷姿区分コード

入数２小数 売価No.２（税抜） 荷姿２－基準単位当り荷姿区分数

箱数小数 売価No.２（税込） 荷姿２－単位

〇 入数 売価No.２（税込）8% 荷姿２－内容

〇 入数２ 売価No.２（税込）8%軽 荷姿２－備考

数量小数 売価No.２（税込）10% 荷姿３－荷姿区分コード

単価小数桁 売価No.３（税抜） 荷姿３－基準荷姿区分コード

商品名２ 売価No.３（税込） 荷姿３－基準単位当り荷姿区分数

商品名３ 売価No.３（税込）8% 荷姿３－単位

商品コード２ 売価No.３（税込）8%軽 荷姿３－内容

商品コード３ 売価No.３（税込）10% 荷姿３－備考

発行コード 売価No.４（税抜） 荷姿４－荷姿区分コード

任意項目コード 売価No.４（税込） 荷姿４－基準荷姿区分コード

メモ１ 売価No.４（税込）8% 荷姿４－基準単位当り荷姿区分数

メモ２ 売価No.４（税込）8%軽 荷姿４－単位

メモ３ 売価No.４（税込）10% 荷姿４－内容

【区分】 売価No.５（税抜） 荷姿４－備考

用途－販売品 売価No.５（税込） 主販売荷姿区分コード

用途－購入品 売価No.５（税込）8% 主仕入荷姿区分コード

用途－構成品 売価No.５（税込）8%軽

商品区分１コード 売価No.５（税込）10%

商品区分２コード 売価No.６（税抜）

商品区分３コード 売価No.６（税込）

商品区分４コード 売価No.６（税込）8%

商品区分５コード 売価No.６（税込）8%軽

【販売】 売価No.６（税込）10%

主販売取引コード 売価No.７（税抜）

主販売取引コードー返品 売価No.７（税込）

主販売取引コードー値引 売価No.７（税込）8%

販売取引－補助科目優先コード指定 売価No.７（税込）8%軽

販売取引－補助科目優先コード 売価No.７（税込）10%

債権連携内容 売価No.８（税抜）

主販売取引と同じ設定にする 売価No.８（税込）

販売課税区分 売価No.８（税込）8%

販売消費税率種別 売価No.８（税込）8%軽

販売消費税自動計算 売価No.８（税込）10%

得意先と同じ設定にする 売価No.９（税抜）

売上計上基準 売価No.９（税込）

出荷予定日 売価No.９（税込）8%

休日パターンコード 売価No.９（税込）8%軽

【仕入】 売価No.９（税込）10%

売価No.10（税抜）

売価No.10（税込）

売価No.10（税込）8%

主仕入取引コード 売価No.10（税込）8%軽

主仕入取引コードー返品 売価No.10（税込）10%

主仕入取引コードー値引 〇 単位原価

仕入取引－補助科目優先コード指定 仕入原価（税抜）

仕入取引－補助科目優先コード 仕入原価（税込）

債務連携内容 仕入原価（税込）8%

主仕入取引と同じ設定にする 仕入原価（税込）8%軽

仕入課税区分 仕入原価（税込）10%

仕入対象区分 在庫単価

仕入消費税率種別 【発注】

仕入消費税自動計算

仕入先と同じ設定にする

仕入計上基準 荷姿区分コード

主仕入先コード 発注検討計算式コード

【在庫】 発注検討区分

発注点

補充点

在庫管理 発注単位数量

主倉庫コード 発注サイクル

棚卸資産評価方法 リードタイム

主在庫取引コード－期末棚卸 サービス率

主在庫取引コード－棚卸減耗 安全在庫数量

主在庫取引コード－期末評価 必要数量

在庫金額の評価単位－バリエーション 発注検討在庫数量の集計対象

在庫金額の評価単位－荷姿 荷姿区分換算時の端数処理

在庫単価小数桁 発注納品期日

設定済 項目 設定済 項目

商品マスタ

この項目は、『Sシステム』をお使いの場合に受け入れ

できます。

この項目は、『蔵奉行クラウド』または、『債務奉行クラ

ウド』の『Sシステム』をご利用の場合に受け入れできま

す。

この項目は、『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に受け

入れできます。

この項目は、『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に受け

入れできます。

設定済 項目



〇 社員番号 在留期限 給与支給１

〇 氏名(フリガナ) 資格外活動許可

～

〇 氏名 派遣等事業所外就労 給与支給17

在籍区分 【給与情報】 給与支給内訳

〇 雇用区分 給与体系 給与支内１

〇 性別 給与区分

～

〇 生年月日 給与支給区分 給与支内10

入社年月日 賞与支給区分 給与控除

退職年月日 課税区分 給与控除７

退職証明書事由 年末調整区分

～

退職理由コード 給与所得種別 給与控除20

退職理由 【勤怠管理情報】 給与控除内訳

退職区分 勤怠管理区分 給与控内１

出向受入区分 タイムカードＩＤ番号１ 給与控内２

職場氏名(フリガナ) タイムカードＩＤ番号２

～

職場氏名 タイムカードＩＤ番号３ 給与控内10

旧姓(フリガナ) 勤怠締日区分 賞与支給

旧姓 時間外労働清算規則 賞与支給１

〇 氏名（英字） 変形労働中途適用区分 賞与支給２

国内外区分 変形労働中途適用日

～

郵便番号 変形労働中途清算区分 賞与支給20

都道府県 変形労働中途清算日 賞与支給内訳

市区町村 変形労働継続適用区分 賞与支内１

番地 【休日・休暇情報】 賞与支内２

マンション／ビル等 休日・休暇管理区分

～

住所カナ 公休日数表 賞与支内10

電話番号 翌月繰越公休日数 賞与控除

世帯主 有休付与日数表 賞与控除６

関係（続柄）コード 有休残日数

～

関係（続柄） 有休残時間 賞与控除20

転居年月日 内　前年度未消化分日数 賞与控除内訳

〇 社用e-Mail１ 内　前年度未消化分時間 賞与控内１

社用e-Mail２ 時間有休残 賞与控内２

個人用e-Mail１ 有休起算日

～

個人用e-Mail２ 年間所定労働日数 賞与控内10

直属上司社員番号 次回付与日 【家族情報】

直属上司 次回付与月 配偶者

障害手帳区分 次回付与日数 配偶者の有無

障害等級 前回付与日 フリガナ

障害内容コード 前回付与月 氏名

障害内容 前回付与日数 性別

備考 前回繰越日数 生年月日

退職後住所 前回繰越時間 郵便番号

郵便番号 前々回付与月 住所

住所 前々回付与日 続柄

住所カナ 前々回付与日数 居住者区分

電話番号 前々回繰越日数 同居区分

転籍・転職先会社 前々回繰越時間 扶養区分

会社名 ３回前付与月 障害者区分

郵便番号 ３回前付与日 障害等級等

住所 ３回前付与日数 所得見積額

電話番号 ３回前繰越日数 健保扶養区分

退職メモ ３回前繰越時間 家族手当支給区分

退職メモ１ ４回前付与月 死亡年月日

退職メモ２ ４回前付与日 扶養親族１～10

前回雇用情報 ４回前付与日数 フリガナ

前回入社年月日 ４回前繰越日数 氏名

前回退職年月日 ４回前繰越時間 性別

前回退職区分 積休残日数 続柄

前回雇用区分 代替休残日数 生年月日

【所属情報】 代替休残時間 郵便番号

所属 その他休１残日数 住所

役職 その他休２残日数 居住者区分

勤務地 その他休３残日数 同居区分

〇 職種 その他休４残日数 扶養区分

〇 職務 その他休５残日数 障害者区分

資格等級 その他休１残時間 障害等級等

任意項目１ その他休２残時間 所得見積額

任意項目２ その他休３残時間 健保扶養区分

〇 任意項目３ その他休４残時間 家族手当支給区分

【労働契約】 その他休５残時間 死亡年月日

契約期間-期間の定め 休暇換算時間 【本人区分情報】

契約期間-開始年月日 【計算単価情報】 寡婦／ひとり親区分

契約期間-満了年月日 勤怠項目 障害者区分

契約期間-契約更新の有無 日数手当４（欠勤控除減額） 勤労学生区分

契約時間日数-週契約時間 時間手当２（遅早控除減額） 未成年者区分

【外国人】 時間手当３（勤怠時間３） 災害者区分

国籍

～

外国人区分

在留カード番号 時間手当10（勤怠時間10） 居住者区分

在留資格 給与支給 【扶養人数情報】

社員マスタ

設定済 項目 設定済 項目設定済 項目



配偶者区分

一般扶養親族

特定扶養親族

老人扶養親族

同居老親等

年少扶養親族

一般障害者

特別障害者

同居特別障害者

非居住者親族

扶養等の数

社員マスタ

設定済 項目


