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項番 項目名称 設定例 項目説明 説明補足

1 事業所番号 999999 基金記録として管理している事業所番号

2 加入者番号 999999 該当者の加入者番号

3 年金整理番号        － ※未使用

4 氏名 はぐくみ　太郎 加入者の漢字氏名 全角、姓名の間全角スペース

5 カナ氏名 ﾊｸﾞｸﾐ ﾀﾛｳ 加入者のカナ氏名 半角、姓名の間半角スペース

6 種別 6 5:男子、6:女子

7 基礎番号(記号) 0111 基礎年金番号の前4桁

8 基礎番号(番号) 009999 基礎年金番号の後6桁

9 基礎番号(記号-番号) 0111-009999     基礎年金番号 「4桁-6桁」表記

10 生年月日 H 10/01/24   生年月日 和暦

11 資格取得日 H 30/04/01   当初資格取得日 復職再加入した場合でも、当初の新規資格取得日

12 加入者期間当基金(清算済含む) 36 加入者期間月数（月）
加入中の加入者は「63 年齢算出基準日」の翌日の属する月の

前月迄の加入者期間

13 最終異動日 R 03/04/01   最新異動記録の異動年月日

14 事由 49
最新異動記録の異動事由

11：新規取得、12：再加入、13：転入、14：復職

31・32：基準給与変更

40：資格喪失（解雇）、42：資格喪失（休職）、43資格喪失（転出）

45：資格喪失（死亡）、46：資格喪失（定年）、

47：資格喪失（70歳到達 (在職)・厚年非適用への変更 (在職)

48：資格喪失（会社都合）、49：資格喪失（自己都合）

15 基準給与月額 10000 基準給与の合計額（円）

16 第１基準給与月額 10000 第１基準給与月額（円）

17 第２基準給与月額 0 第２基準給与月額（円） 導入事業所以外の場合は「0」

18 年金証書番号           － ※未使用

19 年齢(歳) 24 「63 年齢算出基準日」時点の満年齢（歳）

20 年齢(月) 10 「63 年齢算出基準日」時点の満年齢（月）

21 健保番号        － ※未使用

22 郵便番号 999-9999 裁定請求時にお届けいただいた住所（郵便番号） ※加入中等でお届の無い状態ではブランク

23 漢字住所 裁定請求時にお届けいただいた住所（漢字住所） ※加入中等でお届の無い状態ではブランク

24 ＜未使用１＞ － ※未使用

25 老齢給付金額 0 － ※未使用

26 状態ｺｰﾄﾞ 29 加入者の状態を表すコード

10：加入中、20：待期者（休職喪失中/年金待期者）、22：喪失者（未精算）

23：喪失者（移換済）、24：喪失者（死亡）、

27：喪失者（同月得喪）、29：喪失者（清算済）

27 市区町村ｺｰﾄﾞ '01104 裁定請求時にお届けいただいた住所（市区町村のコード） ※未使用

28 死亡日              死亡された日 ※未使用

29 死亡時年齢    死亡された日時点の満年齢（歳） ※未使用

30 住所有無     住所なし ：住所管理なし、漢字のみ：住所管理あり ※未使用

31 住所区分 4:漢字              住所不明・住所無：住所管理なし、4:漢字：住所管理あり ※未使用

32 基金の受給権取得日              年金の受給権発生日 ※当面未使用

33 喪失時年齢 23 資格喪失者の資格喪失時年齢（歳） ※未使用

34 喪失時月齢 2 資格喪失者の資格喪失時年齢（月） ※未使用

35 直近支払年月         年金の最新支払年月 ※当面未使用

36 支給年月(自)         1回目の支払の支給対応月（自） ※当面未使用

37 支給年月(至)         1回目の支払の支給対応月（至） ※当面未使用

38 支払済期間(月数) 0 １回目の支払から、直近までに支払った年金の月数 ※当面未使用

39 保証期間(月数) 0 年金の支払保証期間（月） ※当面未使用

40 支給終了予定年月         有期年金の支払対応月の最終年月 ※当面未使用

41 残余月数 0 有期年金の支払残余月数（月） ※当面未使用

42 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ             ※未使用

43 みなし開始日            受換者または権利義務承継者のみなし期間の取得日 ※特定事業所以外未使用

44 みなし終了日            受換者または権利義務承継者のみなし期間の喪失日 ※特定事業所以外未使用

45 みなし期間(清算済含む) 0 受換者または権利義務承継者のみなし期間（月） ※特定事業所以外未使用

46 移行時持込区分           
受換者または権利義務承継者の加入時に仮想個人勘定残高に

持ち込まれた金額の種類（剰余金or残高移行）
※特定事業所以外未使用

47 移行時仮想個人勘定残高(清算済含む) 0
受換者または権利義務承継者の加入時に仮想個人勘定残高に

持ち込まれた金額（円）
※特定事業所以外未使用

48 移行時仮想個人勘定残高(第1)(清算済含む) 0
受換者または権利義務承継者の加入時に仮想個人勘定残高に

持ち込まれた金額（円）
※特定事業所以外未使用

49 移行時仮想個人勘定残高(第2)(清算済含む) 0
受換者または権利義務承継者の加入時に仮想個人勘定残高に

持ち込まれた金額（円）
※特定事業所以外未使用

50 送付先郵便番号 送付先住所（郵便番号） ※未使用

51 漢字送付先 送付先住所（漢字住所） ※未使用

52 ＜未使用２＞ － ※未使用

53 住所不一致FLG           － ※未使用

54 繰下げ申出             一時金繰下げ：一時金の受給繰下申出を提出された方

55 生年月日(GEN) 7 「10 生年月日」の元号コード

56 生年月日(YY) 10 「10 生年月日」の年

57 生年月日(MM) 1 「10 生年月日」の月

58 生年月日(DD) 24 「10 生年月日」の日

59 異動日(GEN) 9 「13 最終異動日」の元号コード

60 異動日(YY) 3 「13 最終異動日」の年

61 異動日(MM) 4 「13 最終異動日」の月

62 異動日(DD) 1 「13 最終異動日」の日

63 年齢算出基準日  R 04/12/05 このデータの作成基準日

64 清算割合 100 － ※当面未使用

65 基準給与月額累計(清算済含む) 240000 年齢算出基準日時点の基準給与月額の累計金額
加入中の加入者は「63 年齢算出基準日」の翌日の属する月の

前月迄の加入者期間に係る基準給与月額累計

66 剰余金分配額累計(清算済含む) 1462 年齢算出基準日時点の剰余金分配額の累計額

67 積立金元本累計(清算済含む) 241462
「65 基準給与月額累計(清算済含む)」

＋「66 剰余金分配額累計(清算済含む)」


