
CSVファイルの取り込みによる
給与支払報告書の作成で

エラーとなっている利用者様へ

• 給与支払報告書をCSV取り込みにより作成する場合に、利用
者様にて確認いただきたいポイントをまとめています。

• CSVファイルの取り込み時にエラーが発生した際は、本資料の
内容をご確認いただき、CSVファイルの記載内容や取り込み方
法を見直してください。

• 「給報等統一CSVデータ作成支援ツール」をリリースしました。
CSVファイル取り込み時のエラーチェックや、データ修正ができ
ますので、ぜひご活用ください。

1

※以下のURLからダウンロードできます
https://www.eltax.lta.go.jp/news/04830



1. CSVファイルとは？

2

CSVファイルの基本と注意点を記載しています。



CSVファイルとは

• CSVファイルとは、カンマ(,)で区切られたテキストデータファイル
で、１行のデータを「レコード」と呼び、システムで１行ずつ処理
されます。

• ファイル名は任意で、ファイルの拡張子は「.csv」です。

行の先頭から、データをNo1,No2,No3,No4,･･････と項目間をカンマ(,)
で区切って作成します。データのみで、項目名の記載は不要です。

ポイント
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315,1234567890,12345,東京都千代田区,Ａ株式会社, ・・・
315,1234567891,12345,東京都千代田区,Ａ株式会社, ・・・
315,1234567892,12345,東京都千代田区,Ａ株式会社, ・・・

＜設定データ例＞ sample.csv

1行目

2行目

3行目

No1 法定資料の種類

No2 整理番号１
No3 本支店等区分番号



CSVファイルの作成方法

• eLTAXで取り扱えるCSVファイルは、総務省通達を基にeLTAXで
定めたCSVレイアウトです。

• CSVファイルは、eLTAXホームページからダウンロードしたCSVレ
イアウト仕様書に記載のルールに従って作成してください。

「仕様書・様式集」 https://www.eltax.lta.go.jp/support/shiyosho/

（「電子申告 ＋」をクリック）

・給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和02年分～

・給与支払報告書源泉徴収票の統一 CSV レイアウトサンプル 令和02年分～

・給与支払報告書CSVファイルの各項目の記載に当たっての留意事項（PDF）

CSVファイルは、仕様書に記載のルールに従って作成してください。
具体的な値の設定例は、サンプルデータを参考にしてください。

ポイント
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https://www.eltax.lta.go.jp/support/shiyosho/


2. CSVファイル取り込みエラーのチェックポイント
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作成したCSVファイルを取り込む際、エラーが出た場合に

確認いただきたいポイントをまとめています。



ファイルを開いた状態で取り込みを行っていないか

• 作成したCSVファイルをExcelやテキストエディタ等で開いた状
態で取り込みを行うと、MCA061Eエラーとなり取り込めません。
ファイルを閉じた状態で、取り込みを行ってください。

CSVファイルを閉じた状態で、取り込みを行ってください。

ポイント
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少ないデータでエラー原因を特定しましょう

• 件数が多いCSVファイルを取り込んでエラーが発生した場合、
エラーになっている箇所を特定するのに時間を要します。

• 修正すべき箇所を特定するために、まずは1～2件程度の少な
いデータで取り込みを行ってみましょう。

• エラーになっている箇所と原因が判明したら、すべてのデータ
を同様に修正して、再度取り込みを行ってください。

• 再度取込みを行うことで、試しに取り込んだ1～2件のデータは
上書きされます。

少ないデータで取り込みを行って、エラー原因を特定しましょう。

ポイント
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CSV チェックエラー確認画面の確認方法

• 取り込んだCSVファイルにエラーがある場合に、「エラー表示」
をクリックして表示される「CSV チェックエラー確認」画面でエ
ラー内容を確認することができます。
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この場合、1行目のデータの11項目の

「年分」が「桁数」チェックエラーになっ
ています。「カラム番号」というのがCSV
ファイルの項目の番号（11項目め）です。



• CSVファイル形式のデータを、Microsoft Excel などの表計算ソ
フトウェアで作成する場合、表計算ソフトウェアの表示上の値
と、実際にCSVファイルに格納される値に差異が生じる場合が
あります。

• 特に、表示形式が関係する項目において差異が生じる可能性
があります。

例1） 年分 ： 実際の値 「02」

⇒ Excelで保存すると、0が落ちて「2」に×エラー

例2） 個人番号 ： 実際の値 「123457000000」

⇒ Excelで保存すると、「1.23E+11」に×エラー

意図しない文字や数字に置き換わっていないか

作成したCSVファイルはテキストエディタ（*）で開き、CSVレイアウト仕
様書に規定された形式の値が格納されていることを確認してください。

*Windowsに付属しているメモ帳など

ポイント
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仕様書に記載されているルールに沿って
正しく入力されているか

• CSVレイアウト仕様書の各項目の「入力文字」欄では、入力が
必須かどうかや、入力できる文字の属性（数字、全角、半角な
ど）、文字数が決められています。

例1） 提出義務者の氏名又は名称 ※全角項目

⇒ 「地方税 太郎」 ×半角スペースによりエラー

• CSVレイアウト仕様書の各項目の「備考」欄では、入力できる値
の範囲を記載している項目があります。

例2） 提出区分（訂正表示） ※0～3の範囲内であること

⇒ 「4」 ×範囲外の値なのでエラー

CSVレイアウト仕様書の「入力文字」欄や「備考」欄に記載されている
ルールに沿って、正しく入力されていることを確認してください。

ポイント
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eLTAXで使用できない文字が使われていないか

• eLTAXでは、使用できる文字が決められています。

• 詳しくは、以下eLTAXホームページをご参照ください。

「文字の扱いについて」
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/

• なお、使用可能な文字コードの範囲外となるものについては、
利用者の判断により、使用可能な文字コードの範囲内から代
替文字を選択してください。

eLTAXで使用できない文字が使われていないかを確認してください。

ポイント
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https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/


実在する日付になっているか

• 日付に関する項目では、それぞれの項目で全角/半角、文字
数などの制限を満たしているだけでは不十分です。

• 「元号」「年」「月」「日」の組み合わせが、日付として実在しない
ものになっていることがあります。

例1） 「5,01,02,14」⇒令和元年2月14日

×令和元年2月は存在しないためエラー

例2） 「5,03,02,30」⇒令和3年2月30日

×2月30日は存在しないためエラー

入力した数値が、実在する日付になっていることを確認してください。

ポイント
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利用届出を行っていない提出先が含まれていた場合

• 取り込む CSV ファイル内のデータに、利用届出を行っていない
提出先が含まれていた場合は、「利用届出提出先追加（未提
出分）」画面が表示され、利用届出を行うことができます。

• なお、CSVファイル内に、複数の地方公共団体へ提出するデー
タが混在していても差し支えありません。

• 詳しくは、以下よくあるご質問をご参照ください。

「提出先や申告税目の追加・削除の方法を教えてください。」

https://eltax.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/590

CSV ファイル内に、利用届出を行っていない提出先が含まれていた
場合、取り込み時に利用届出（提出先追加）を行うことができます。

ポイント
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https://eltax.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/590


3. よくあるご質問
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CSVファイルの作成にあたっての、よくあるご質問をまとめています。

CSVファイルを作成される際にご確認ください。



Q. CSVファイルを用いて、給与支払報告書と源泉徴収票の
両方を作りたいです。どうすればよいですか？

A. 

「給与支払報告書-源泉徴収票統一CSVレイアウト」の記載内容
に沿って、144項目めの「作成区分」に「2」を設定したCSVファイ
ルを作成してください。

（補足） 作成区分

「0」：国税分（源泉徴収票）のみ

「1」：地方税分（給与支払報告書）のみ

「2」：国税分と地方税分両方

CSVファイルの144項目めの「作成区分」に「2」を設定すると、
給与支払報告書と源泉徴収票の両方を作成できます。

ポイント
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Q. 指定番号が振られていない提出先に対しては、
指定番号を記入しなくてよいですか？

A. 

「給与支払報告書-源泉徴収票統一CSVレイアウト」の140項目め
の「指定番号」は必須項目ではありません。
そのため、指定番号がない場合は、設定を省略できます。

（補足）指定番号は、以下のいずれかの方法で確認できます。

① 5月に通知される税額通知を確認する

② 対象の地方公共団体に確認する
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指定番号は必須項目ではありません。
指定番号がない場合は、設定を省略できます。

ポイント



Q. CSVファイルを取り込んだところ、「MNC029E：同一の
提出先に指定番号が複数設定されています。確認して
ください。」というエラーが出ました。どうすればよいですか？

A. 

1つの提出先に対して、指定番号が複数混在している、または
指定番号ありの明細と空欄（ブランク）の明細が混在している場
合に発生するエラーです。

「給与支払報告書-源泉徴収票統一CSVレイアウト」の140項目め
の「指定番号」について、正しい指定番号を確認のうえ、同一の
提出先に対しては、同一の指定番号を設定してください。
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指定番号は、１つの提出先団体につき必ず１つを設定します。

ポイント

提出先市町村コード 指定番号

社員A 141500 11111

社員B 141500 22222

（例）

提出先市町村コード（141500）に対して
指定番号が複数混在しているので×



Q. CSVファイルに設定した市町村コードがエラーになります。

A.

139項目めの「提出先市町村コード」に、給与支払報告書には設
定できない市町村コードが設定されています。

特に、提出先が政令市の場合、提出先は「区」ではなく「市」にな
るため、「市」の市町村コードを設定する必要があります。
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政令指定都市の場合、「区」ではなく「市」の市町村コードを設
定してください。

ポイント

相模原市 141500

相模原市緑区 141518

相模原市中央区 141526 

相模原市南区 141534

（例）政令市（相模原市）に提出する場合

相模原市の市町村コード（「141500」）を設定してください
（※市町村コードの下1桁を省略し、「14150」に設定することも可能）

「区」のコードは設定不可

（参考：相模原市の市町村コード）



（参考）政令市の市町村コード

※令和4年1月19日時点。最新情報は総務省HPをご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html 19

政令市 提出先市町村コード 政令市 提出先市町村コード

北海道札幌市 011002 または 01100 愛知県名古屋市 231002 または 23100

宮城県仙台市 041009 または 04100 京都府京都市 261009 または 26100

埼玉県さいたま市 111007 または 11100 大阪府大阪市 271004 または 27100

千葉県千葉市 121002 または 12100 大阪府堺市 271403 または 27140

神奈川県横浜市 141003 または 14100 兵庫県神戸市 281000 または 28100

神奈川県川崎市 141305 または 14130 岡山県岡山市 331007 または 33100

神奈川県相模原市 141500 または 14150 広島県広島市 341002 または 34100

新潟県新潟市 151009 または 15100 福岡県北九州市 401005 または 40100

静岡県静岡市 221007 または 22100 福岡県福岡市 401307 または 40130

静岡県浜松市 221309 または 22130 熊本県熊本市 431001 または 43100

https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


Q. CSVファイルに設定した個人番号がエラーになります。

A. 

94項目めの「提出義務者の個人番号又は法人番号」等の、個人
番号項目に設定された値（12桁の数字）について、数値の前に
「0」あるいは数値の前後に半角スペースが設定されています。

例） 0123456789012 ×桁数が異なるためエラー（個人番号は12桁）

123456789012 ×半角スペースが設定されているためエラー

123456789012 ×半角スペースが設定されているためエラー
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12桁の個人番号を設定する場合は、不要な「0」や半角スペース
を付加しないでください。個人番号は12桁、法人番号は13桁で設
定してください。

ポイント



Q. CSVファイルを取り込んだところ、「MNC065E：形式の異なる
明細があります。確認してください。」というエラーが出ました。
どうすればよいですか？

A. 

1レコードの項目数に過不足がある場合に発生するエラーです。
令和2年分の場合、1レコードあたり144項目（カンマ数：143）であ
る必要があります。

・項目に過不足がある場合は、正しい項目数（カンマ数）となる
よう修正してください。

・金額項目等の値にはカンマを設定しないようにしてください。

・金額項目は数字項目であるため、ダブルクォーテーション（””）
も削除してください。
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正しい項目数（カンマ数）で作成してください。
金額項目にはダブルクォーテーション（””）を入れないでください。

ポイント



Q. CSVファイルを取り込んだところ、「MNC058E：作成区分が
正しくない明細があります。確認してください。」というエラー
が出ました。どうすればよいですか？

A. 

作成区分が正しく設定されていないレコードがある場合に発生
するエラーです。

以下のいずれかの可能性があります。

・「給与支払報告書-源泉徴収票統一CSVレイアウト」の144項目
めの「作成区分」に、「0」「1」「2」以外の値が設定されている

・CSVファイルの末尾にカンマのみのレコードが存在する
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正しい作成区分を設定してください。
CSVファイル末尾の不要なカンマのみのレコードは削除してください。

ポイント


