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1 日次 日次勤務時間 DA_total_M 分 出社時刻から退社時刻までの時間 totalTime 2 2 2 2 2
2 日次 日次有休時間 DA_leave_M 分 有給を取得した際の休暇時間

※時間年休時間は含まない
3 日次 日次有休取得回数 DA_leave_entire_C 回数 全日有休を取得した回数

取得した場合は1、取得していない場合は0
4 日次 日次半日有休取得回数 DA_leave_half_C 回数 半休を取得した回数

取得した場合は1、取得していない場合は0
5 日次 日次有休取得日数 DA_leave_D 日数 全日有休または半休を取得した日数

全日有休は1、半休は0.5
6 日次 日次実労働時間 DA_work_M 分 勤務時間から休憩控除時間年休を取得した時間を差し引いた時間
7 日次 日次実労働日数 DA_work_D 日数 [6]日次実労働時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
8 日次 日次実労働時間(実態) DA_actual_work_M 分 日次実労働時間

※裁量労働制の場合、[6]日次実労働時間にはみなし時間が設定されるた
め、実際に⼊⼒した実労働時間を当項⽬にて管理

9 日次 日次賃⾦対象時間 DA_pay_target_M 分 実労働時間に控除免除時間と有休時間と時間年休時間を加えた時間
10 日次 日次所定労働日実労働時間 DA_work_day_work_M 分 [6]日次実労働時間のうち、所定労働日に発生したもの
11 日次 日次法定休日実労働時間 DA_legal_holiday_work_M 分 [6]日次実労働時間のうち、法定休日に発生したもの
12 日次 日次所定休日実労働時間 DA_holiday_work_M 分 [6]日次実労働時間のうち、所定休日に発生したもの
13 日次 日次休日実労働時間 DA_sum_holiday_work_M 分 [6]日次実労働時間のうち、法定休日または所定休日に発生したもの
14 日次 日次法定休日労働発生日数 DA_legal_holiday_work_D 日数 [11]日次法定休日実労働時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
15 日次 日次所定休日労働発生日数 DA_holiday_work_D 日数 [12]日次所定休日実労働時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
16 日次 日次休日労働発生日数 DA_sum_holiday_work_D 日数 [14]日次法定休日労働発生日数と[15]日次所定休日労働発生日数の合計
17 日次 日次所定労働時間 DA_fixed_M 分 １日の所定労働時間
18 日次 日次所定労働時間発生日数 DA_fixed_D 日数 [17]日次所定労働時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
19 日次 日次法定内残業時間 DA_in_legal_over_work_M 分 法定内残業時間
20 日次 日次法定内残業発生日数 DA_in_legal_over_work_D 日数 [19]日次法定内残業時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
21 日次 日次法定外残業時間 DA_out_legal_over_work_M 分 法定労働時間(8時間)を超過した実労働時間を算出
22 日次 日次法定外残業発生日数 DA_out_legal_over_work_D 日数 [21]日次法定外残業時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
23 日次 日次深夜実労働時間 DA_night_work_M 分 深夜時間帯と重なる実労働時間の時間数
24 日次 日次所定労働日深夜実労働時間 DA_workday_night_work_M 分 [23]日次深夜実労働時間のうち、所定労働日に発生したもの
25 日次 日次法定休日深夜実労働時間 DA_legal_holiday_night_work_M 分 [23]日次深夜実労働時間のうち、法定休日に発生したもの
26 日次 日次所定休日深夜実労働時間 DA_holiday_night_work_M 分 [23]日次深夜実労働時間のうち、所定休日に発生したもの
27 日次 日次休日深夜実労働時間 DA_sum_holiday_night_work_M 分 [23]日次深夜実労働時間のうち、法定休日または所定休日に発生したもの
28 日次 日次深夜労働日数 DA_night_work_D 日数 [23]日次深夜実労働時間が発生した日数

発生した場合は1、発生していない場合は0
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29 日次 日次所定労働日深夜実労働発生日数 DA_workday_night_work_D 日数 [24]日次所定労働日深夜実労働時間が発生した日数
発生した場合は1、発生していない場合は0

30 日次 日次法定休日深夜実労働発生日数 DA_legal_holiday_night_work_D 日数 [25]日次法定休日深夜実労働時間が発生した日数
発生した場合は1、発生していない場合は0

31 日次 日次所定休日深夜実労働発生日数 DA_holiday_night_work_D 日数 [26]日次所定休日深夜実労働時間が発生した日数
発生した場合は1、発生していない場合は0

32 日次 日次休日深夜実労働発生日数 DA_sum_holiday_night_work_D 日数 [30]日次法定休日深夜実労働発生日数と[31]日次所定休日深夜実労働発生
日数の合計

33 日次 日次フレックス実労働時間 DA_flex_actual_work_M 分 [24]日次所定労働日深夜実労働時間と[26]日次所定休日深夜実労働時間の
合計

34 日次 日次フレックス労働時間 DA_flex_work_M 分 実労働時間、有休時間、時間年休時間、控除免除時間の合計
※フレックスの場合のみ保持

35 日次 日次休憩時間[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_00_M 分 休憩控除時間年休⼤分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の時間数の
合計

36 日次 日次休憩回数[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_00_C 回数 休憩控除時間年休⼤分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の回数

37 日次 日次休憩日数[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_00_D 日数 休憩控除時間年休⼤分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の日数

38 日次 日次控除時間[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_10_M 分 休憩控除時間年休⼤分類の「控除」に紐づく休憩控除時間年休の時間数の
合計

39 日次 日次控除回数[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_10_C 回数 休憩控除時間年休⼤分類の「控除」に紐づく休憩控除時間年休の回数

40 日次 日次控除日数[休憩控除時間年休⼤
分類]

DL_10_D 日数 休憩控除時間年休⼤分類の「控除」に紐づく休憩控除時間年休の日数

41 日次 日次控除免除時間[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_20_M 分 休憩控除時間年休⼤分類の「控除免除」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

42 日次 日次控除免除回数[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_20_C 回数 休憩控除時間年休⼤分類の「控除免除」に紐づく休憩控除時間年休の回数

43 日次 日次控除免除日数[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_20_D 日数 休憩控除時間年休⼤分類の「控除免除」に紐づく休憩控除時間年休の日数

44 日次 日次時間年休時間[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_90_M 分 休憩控除時間年休⼤分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

45 日次 日次時間年休回数[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_90_C 回数 休憩控除時間年休⼤分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の回数

46 日次 日次時間年休日数[休憩控除時間年
休⼤分類]

DL_90_D 日数 休憩控除時間年休⼤分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の日数

47 日次 日次休憩時間[休憩控除時間年休中
分類]

DM_0001_M 分 休憩控除時間年休中分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の時間数の
合計48 日次 日次休憩回数[休憩控除時間年休中

分類]
DM_0001_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の回数

49 日次 日次休憩日数[休憩控除時間年休中
分類]

DM_0001_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「休憩」に紐づく休憩控除時間年休の日数

50 日次 日次遅刻時間[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1001_M 分 休憩控除時間年休中分類の「遅刻」に紐づく休憩控除時間年休の時間数の
合計

51 日次 日次遅刻回数[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1001_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「遅刻」に紐づく休憩控除時間年休の回数

52 日次 日次遅刻日数[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1001_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「遅刻」に紐づく休憩控除時間年休の日数

53 日次 日次早退時間[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1002_M 分 休憩控除時間年休中分類の「早退」に紐づく休憩控除時間年休の時間数の
合計

54 日次 日次早退回数[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1002_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「早退」に紐づく休憩控除時間年休の回数
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55 日次 日次早退日数[休憩控除時間年休中
分類]

DM_1002_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「早退」に紐づく休憩控除時間年休の日数

56 日次 日次育児時間時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1003_M 分 休憩控除時間年休中分類の「育児時間」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

57 日次 日次育児時間回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1003_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「育児時間」に紐づく休憩控除時間年休の回数

58 日次 日次育児時間日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1003_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「育児時間」に紐づく休憩控除時間年休の日数

59 日次 日次育児時短時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1004_M 分 休憩控除時間年休中分類の「育児時短」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

60 日次 日次育児時短回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1004_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「育児時短」に紐づく休憩控除時間年休の回数

61 日次 日次育児時短日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1004_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「育児時短」に紐づく休憩控除時間年休の日数

62 日次 日次介護時短時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1005_M 分 休憩控除時間年休中分類の「介護時短」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

63 日次 日次介護時短回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1005_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「介護時短」に紐づく休憩控除時間年休の回数

64 日次 日次介護時短日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1005_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「介護時短」に紐づく休憩控除時間年休の日数

65 日次 日次産前時短時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1006_M 分 休憩控除時間年休中分類の「産前時短」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

66 日次 日次産前時短回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1006_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「産前時短」に紐づく休憩控除時間年休の回数

67 日次 日次産前時短日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1006_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「産前時短」に紐づく休憩控除時間年休の日数

68 日次 日次産後時短時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1007_M 分 休憩控除時間年休中分類の「産後時短」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

69 日次 日次産後時短回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1007_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「産後時短」に紐づく休憩控除時間年休の回数

70 日次 日次産後時短日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_1007_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「産後時短」に紐づく休憩控除時間年休の日数

71 日次 日次その他時間[休憩控除時間年休
中分類]

DM_1008_M 分 休憩控除時間年休中分類の「その他」に紐づく休憩控除時間年休の時間数
の合計

72 日次 日次その他回数[休憩控除時間年休
中分類]

DM_1008_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「その他」に紐づく休憩控除時間年休の回数

73 日次 日次その他日数[休憩控除時間年休
中分類]

DM_1008_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「その他」に紐づく休憩控除時間年休の日数

74 日次 日次遅刻(控除免除)時間[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2001_M 分 休憩控除時間年休中分類の「遅刻(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の時間数の合計

75 日次 日次遅刻(控除免除)回数[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2001_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「遅刻(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の回数

76 日次 日次遅刻(控除免除)日数[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2001_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「遅刻(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の日数

77 日次 日次早退(控除免除)時間[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2002_M 分 休憩控除時間年休中分類の「早退(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の時間数の合計

78 日次 日次早退(控除免除)回数[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2002_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「早退(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の回数

79 日次 日次早退(控除免除)日数[休憩控除
時間年休中分類]

DM_2002_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「早退(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年休
の日数

80 日次 日次育児時間(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2003_M 分 休憩控除時間年休中分類の「育児時間(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の時間数の合計



81 日次 日次育児時間(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2003_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「育児時間(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の回数

82 日次 日次育児時間(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2003_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「育児時間(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の日数

83 日次 日次育児時短(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2004_M 分 休憩控除時間年休中分類の「育児時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の時間数の合計

84 日次 日次育児時短(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2004_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「育児時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の回数

85 日次 日次育児時短(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2004_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「育児時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の日数

86 日次 日次介護時短(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2005_M 分 休憩控除時間年休中分類の「介護時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の時間数の合計

87 日次 日次介護時短(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2005_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「介護時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の回数

88 日次 日次介護時短(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2005_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「介護時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の日数

89 日次 日次産前時短(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2006_M 分 休憩控除時間年休中分類の「産前時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の時間数の合計

90 日次 日次産前時短(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2006_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「産前時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の回数

91 日次 日次産前時短(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2006_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「産前時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の日数

92 日次 日次産後時短(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2007_M 分 休憩控除時間年休中分類の「産後時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の時間数の合計

93 日次 日次産後時短(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2007_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「産後時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の回数

94 日次 日次産後時短(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

DM_2007_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「産後時短(控除免除)」に紐づく休憩控除時間
年休の日数

95 日次 日次その他(控除免除)時間[休憩控
除時間年休中分類]

DM_2008_M 分 休憩控除時間年休中分類の「その他(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年
休の時間数の合計

96 日次 日次その他(控除免除)回数[休憩控
除時間年休中分類]

DM_2008_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「その他(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年
休の回数

97 日次 日次その他(控除免除)日数[休憩控
除時間年休中分類]

DM_2008_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「その他(控除免除)」に紐づく休憩控除時間年
休の日数

98 日次 日次時間年休時間[休憩控除時間年
休中分類]

DM_9001_M 分 休憩控除時間年休中分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の時間
数の合計

99 日次 日次時間年休回数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_9001_C 回数 休憩控除時間年休中分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の回数

100 日次 日次時間年休日数[休憩控除時間年
休中分類]

DM_9001_D 日数 休憩控除時間年休中分類の「時間年休」に紐づく休憩控除時間年休の日数

101 日次 日次[休憩控除時間年休名称]時間 DD_%休憩控除時間年休コー 分 休憩控除時間年休に紐づく項⽬の時間数の合計
102 日次 日次[休憩控除時間年休名称]回数 DD_%休憩控除時間年休コード%_C 回数 休憩控除時間年休に紐づく項⽬の回数
103 日次 日次[休憩控除時間年休名称]日数 DD_%休憩控除時間年休コード%_D 日数 休憩控除時間年休に紐づく項⽬の日数
104 日次 日次[勤務状況名称]日数 DS_%勤務状況コード%_D 日数 勤務状況コードごとに日数をカウント workStatusCount 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
105 日次 日次出勤日数 DT_attendance_D 日数 勤務状況カテゴリ「出勤」に紐づく勤務状況が登録されている日数
106 日次 日次欠勤日数 DT_due_diligence_D 日数 勤務状況カテゴリ「欠勤」に紐づく勤務状況が登録されている日数
107 日次 日次代休日数 DT_compensation_D 日数 勤務状況カテゴリ「代休」に紐づく勤務状況が登録されている日数
108 日次 日次休業日数 DT_closure_D 日数 勤務状況カテゴリ「休業」に紐づく勤務状況が登録されている日数
109 日次 日次休職日数 DT_suspension_D 日数 勤務状況カテゴリ「休職」に紐づく勤務状況が登録されている日数
110 日次 日次法定休日日数 DT_leagal_holiday_D 日数 勤務状況カテゴリ「法定休日」に紐づく勤務状況が登録された日数
111 日次 日次所定休日日数 DT_holiday_D 日数 勤務状況カテゴリ「所定休日」に紐づく勤務状況が登録された日数
112 日次 日次半日休暇(前半)日数 DT_leave_half_before_D 日数 勤務状況カテゴリ「半日休暇(前半)」に紐づく勤務状況が登録された日数

sumTagCount 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし



113 日次 日次半日休暇(後半)日数 DT_leave_half_later_D 日数 勤務状況カテゴリ「半日休暇(後半)」に紐づく勤務状況が登録された日数
114 日次 日次全日休暇日数 DT_leave_entire_D 日数 勤務状況カテゴリ「全日休暇」に紐づく勤務状況が登録された日数
115 日次 日次振替休日(法定)日数 DT_trnsfr_holiday_legal_D 日数 勤務状況カテゴリ「振替休日(法定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
116 日次 日次振替休日(所定)日数 DT_trnsfr_holiday_D 日数 勤務状況カテゴリ「振替休日(所定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
117 日次 日次振替出勤(法定)日数 DT_trnsfr_attend_legal_D 日数 勤務状況カテゴリ「振替出勤(法定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
118 日次 日次振替出勤(所定)日数 DT_trnsfr_attend_D 日数 勤務状況カテゴリ「振替出勤(所定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
119 日次 日次休日出勤(法定)日数 DT_holiday_attend_legal_D 日数 勤務状況カテゴリ「休日出勤(法定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
120 日次 日次休日出勤(所定)日数 DT_holiday_attend_D 日数 勤務状況カテゴリ「休日出勤(所定)」に紐づく勤務状況が登録された日数
121 週次 週次所定労働時間 WA_fixed_M 分 [17]日次所定労働時間の合計 genericWeeklyTime

(weeklyFixedTimeParam)
1 1 対象外 1 1

122 週次 週次所定労働日数 WA_fixed_D 日数 [18]日次所定労働時間発生日数の合計 genericWeeklyTime
(weeklyFixedDayParam)

指定なし 指定なし 対象外 指定なし 指定なし

123 週次 週次実労働時間 WA_work_M 分 [6]日次実労働時間の合計
124 週次 週次実労働日数 WA_work_D 分 [7]日次実労働日数の合計
125 週次 週次法定内残業時間 WA_in_legal_over_work_M 分 週の法定内残業時間

([19]日次法定内残業時間の合計を差し引いたもの)
126 週次 週次法定内残業発生日数 WA_in_legal_over_work_D 日数 [20]日次法定内残業発生日数の合計
127 週次 週次法定外残業時間 WA_out_legal_over_work_M 分 週の法定外残業時間

([21]日次法定外残業時間の合計を差し引いたもの)
128 週次 週次法定外残業発生日数 WA_out_legal_over_work_D 日数 [22]日次法定外残業発生日数の合計
129 週次 週次法定労働時間超過時間 WA_excess_over_work_M 分 [123]週次実労働時間から週の法定労働時間(40時間)を差し引いた時間数
130 週次 週次法定労働時間超過回数 WA_excess_over_work_C 回数 週次法定労働時間超過時間が発生した回数

発生した場合は1、発生していない場合は0
131 週次 週次法定休日日数 WA_legal_holiday_D 分 [110]日次法定休日日数の合計 weeklyLegalHolidayDaysCnt 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
132 締め期間 締め期間勤務時間 PA_total_M 分 [1]日次勤務時間の合計
133 締め期間 締め期間有休時間 PA_leave_M 分 [2]日次有休時間の合計
134 締め期間 締め期間有休取得回数 PA_leave_entire_C 分 [3]日次有休取得回数の合計
135 締め期間 締め期間半日有休取得回数 PA_leave_half_C 分 [4]日次半日有休取得回数の合計
136 締め期間 締め期間有休取得日数 PA_leave_D 分 [5]日次有休取得日数の合計
137 締め期間 締め期間実労働時間 PA_work_M 分 [6]日次実労働時間の合計
138 締め期間 締め期間実労働日数 PA_work_D 日数 [7]日次実労働日数の合計
139 締め期間 締め期間実労働時間(実態) PA_actual_work_M 分 [8]日次実労働時間(実態)の合計
140 締め期間 締め期間賃⾦対象時間 PA_pay_target_M 分 [9]日次賃⾦対象時間の合計
141 締め期間 締め期間所定労働日実労働時間 PA_work_day_work_M 分 [10]日次所定労働日実労働時間の合計
142 締め期間 締め期間法定休日実労働時間 PA_legal_holiday_work_M 分 [11]日次法定休日実労働時間の合計
143 締め期間 締め期間所定休日実労働時間 PA_holiday_work_M 分 [12]日次所定休日実労働時間の合計
144 締め期間 締め期間休日実労働時間 PA_sum_holiday_work_M 分 [13]日次休日実労働時間の合計
145 締め期間 締め期間法定休日労働発生日数 PA_legal_holiday_work_D 分 [14]日次法定休日労働発生日数の合計
146 締め期間 締め期間所定休日労働発生日数 PA_holiday_work_D 分 [15]日次所定休日労働発生日数の合計
147 締め期間 締め期間休日労働発生日数 PA_sum_holiday_work_D 分 [16]日次休日労働発生日数の合計
148 締め期間 締め期間所定労働時間 PA_fixed_M 分 [17]日次所定労働時間の合計

フレックスの場合は、精算期間における総労働時間
フレックス以外の場合

（自動集計）

フレックスの場合
flexTotalWorkTime

3

149 締め期間 締め期間所定労働時間発生日数 PA_fixed_D 分 [18]日次所定労働時間発生日数の合計
150 締め期間 締め期間法定内残業発生日数 PA_in_legal_over_work_D 分 [20]日次法定内残業発生日数の合計
151 締め期間 締め期間法定外残業発生日数 PA_out_legal_over_work_D 分 [22]日次法定外残業発生日数の合計
152 締め期間 締め期間深夜実労働時間 PA_night_work_M 分 [23]日次深夜実労働時間の合計
153 締め期間 締め期間所定労働日深夜実労働時間 PA_workday_night_work_M 分 [24]日次所定労働日深夜実労働時間の合計
154 締め期間 締め期間法定休日深夜実労働時間 PA_legal_holiday_night_work_M 分 [25]日次法定休日深夜実労働時間の合計
155 締め期間 締め期間所定休日深夜実労働時間 PA_holiday_night_work_M 分 [26]日次所定休日深夜実労働時間の合計

（自動集計）

0 0

2 2

0 0

0

0

対象外33

55

44

2 2 2weeklyWorkTime

weeklyExcessOverWorkTime

weeklyOutLegalOverWorkTime

（自動集計）

5対象外 5

対象外44weeklyInLegalOverWorkTime

33



156 締め期間 締め期間休日深夜実労働時間 PA_sum_holiday_night_work_M 分 [27]日次休日深夜実労働時間の合計
157 締め期間 締め期間深夜労働日数 PA_night_work_D 分 [28]日次深夜労働日数の合計
158 締め期間 締め期間所定労働日深夜実労働発生

日数
PA_workday_night_work_D 分 [29]日次所定労働日深夜実労働発生日数の合計

159 締め期間 締め期間法定休日深夜実労働発生日 PA_legal_holiday_night_work_D 分 [30]日次法定休日深夜実労働発生日数の合計
160 締め期間 締め期間所定休日深夜実労働発生日 PA_holiday_night_work_D 分 [31]日次所定休日深夜実労働発生日数の合計
161 締め期間 締め期間休日深夜実労働発生日数 PA_sum_holiday_night_work_D 分 [32]日次休日深夜実労働発生日数の合計
162 締め期間 締め期間フレックス実労働時間 PA_flex_actual_work_M 分 [33]日次フレックス実労働時間の合計
163 締め期間 締め期間フレックス労働時間 PA_flex_work_M 分 [34]日次フレックス労働時間の合計
164 締め期間 締め期間休憩時間[休憩控除時間年

休⼤分類]
PL_00_M 分 [35]日次休憩時間[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

165 締め期間 締め期間休憩回数[休憩控除時間年
休⼤分類]

PL_00_C 回数 [36]日次休憩回数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

166 締め期間 締め期間休憩日数[休憩控除時間年
休⼤分類]

PL_00_D 日数 [37]日次休憩日数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

167 締め期間 締め期間控除時間[休憩控除時間年
休⼤分類]

PL_10_M 分 [38]日次控除時間[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

168 締め期間 締め期間控除回数[休憩控除時間年
休⼤分類]

PL_10_C 回数 [39]日次控除回数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

169 締め期間 締め期間控除日数[休憩控除時間年
休⼤分類]

PL_10_D 日数 [40]日次控除日数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

170 締め期間 締め期間控除免除時間[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_20_M 分 [41]日次控除免除時間[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

171 締め期間 締め期間控除免除回数[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_20_C 回数 [42]日次控除免除回数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

172 締め期間 締め期間控除免除日数[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_20_D 日数 [43]日次控除免除日数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

173 締め期間 締め期間時間年休時間[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_90_M 分 [44]日次時間年休時間[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

174 締め期間 締め期間時間年休回数[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_90_C 回数 [45]日次時間年休回数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

175 締め期間 締め期間時間年休日数[休憩控除時
間年休⼤分類]

PL_90_D 日数 [46]日次時間年休日数[休憩控除時間年休⼤分類]の合計

176 締め期間 締め期間休憩時間[休憩控除時間年
休中分類]

PM_0001_M 分 [47]日次休憩時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

177 締め期間 締め期間休憩回数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_0001_C 回数 [48]日次休憩回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

178 締め期間 締め期間休憩日数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_0001_D 日数 [49]日次休憩日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

179 締め期間 締め期間遅刻時間[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1001_M 分 [50]日次遅刻時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

180 締め期間 締め期間遅刻回数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1001_C 回数 [51]日次遅刻回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

181 締め期間 締め期間遅刻日数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1001_D 日数 [52]日次遅刻日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

182 締め期間 締め期間早退時間[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1002_M 分 [53]日次早退時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

183 締め期間 締め期間早退回数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1002_C 回数 [54]日次早退回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

184 締め期間 締め期間早退日数[休憩控除時間年
休中分類]

PM_1002_D 日数 [55]日次早退日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

185 締め期間 締め期間育児時間時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1003_M 分 [56]日次育児時間時間[休憩控除時間年休中分類]の合計



186 締め期間 締め期間育児時間回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1003_C 回数 [57]日次育児時間回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

187 締め期間 締め期間育児時間日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1003_D 日数 [58]日次育児時間日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

188 締め期間 締め期間育児時短時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1004_M 分 [59]日次育児時短時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

189 締め期間 締め期間育児時短回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1004_C 回数 [60]日次育児時短回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

190 締め期間 締め期間育児時短日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1004_D 日数 [61]日次育児時短日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

191 締め期間 締め期間介護時短時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1005_M 分 [62]日次介護時短時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

192 締め期間 締め期間介護時短回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1005_C 回数 [63]日次介護時短回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

193 締め期間 締め期間介護時短日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1005_D 日数 [64]日次介護時短日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

194 締め期間 締め期間産前時短時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1006_M 分 [65]日次産前時短時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

195 締め期間 締め期間産前時短回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1006_C 回数 [66]日次産前時短回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

196 締め期間 締め期間産前時短日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1006_D 日数 [67]日次産前時短日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

197 締め期間 締め期間産後時短時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1007_M 分 [68]日次産後時短時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

198 締め期間 締め期間産後時短回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1007_C 回数 [69]日次産後時短回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

199 締め期間 締め期間産後時短日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_1007_D 日数 [70]日次産後時短日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

200 締め期間 締め期間その他時間[休憩控除時間
年休中分類]

PM_1008_M 分 [71]日次その他時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

201 締め期間 締め期間その他回数[休憩控除時間
年休中分類]

PM_1008_C 回数 [72]日次その他回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

202 締め期間 締め期間その他日数[休憩控除時間
年休中分類]

PM_1008_D 日数 [73]日次その他日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

203 締め期間 締め期間遅刻(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2001_M 分 [74]日次遅刻(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

204 締め期間 締め期間遅刻(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2001_C 回数 [75]日次遅刻(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

205 締め期間 締め期間遅刻(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2001_D 日数 [76]日次遅刻(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

206 締め期間 締め期間早退(控除免除)時間[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2002_M 分 [77]日次早退(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

207 締め期間 締め期間早退(控除免除)回数[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2002_C 回数 [78]日次早退(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

208 締め期間 締め期間早退(控除免除)日数[休憩
控除時間年休中分類]

PM_2002_D 日数 [79]日次早退(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

209 締め期間 締め期間育児時間(控除免除)時間
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2003_M 分 [80]日次育児時間(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

210 締め期間 締め期間育児時間(控除免除)回数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2003_C 回数 [81]日次育児時間(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

211 締め期間 締め期間育児時間(控除免除)日数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2003_D 日数 [82]日次育児時間(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計



212 締め期間 締め期間育児時短(控除免除)時間
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2004_M 分 [83]日次育児時短(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

213 締め期間 締め期間育児時短(控除免除)回数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2004_C 回数 [84]日次育児時短(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

214 締め期間 締め期間育児時短(控除免除)日数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2004_D 日数 [85]日次育児時短(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

215 締め期間 締め期間介護時短(控除免除)時間
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2005_M 分 [86]日次介護時短(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

216 締め期間 締め期間介護時短(控除免除)回数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2005_C 回数 [87]日次介護時短(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

217 締め期間 締め期間介護時短(控除免除)日数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2005_D 日数 [88]日次介護時短(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

218 締め期間 締め期間産前時短(控除免除)時間
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2006_M 分 [89]日次産前時短(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

219 締め期間 締め期間産前時短(控除免除)回数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2006_C 回数 [90]日次産前時短(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

220 締め期間 締め期間産前時短(控除免除)日数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2006_D 日数 [91]日次産前時短(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

221 締め期間 締め期間産後時短(控除免除)時間
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2007_M 分 [92]日次産後時短(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

222 締め期間 締め期間産後時短(控除免除)回数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2007_C 回数 [93]日次産後時短(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

223 締め期間 締め期間産後時短(控除免除)日数
[休憩控除時間年休中分類]

PM_2007_D 日数 [94]日次産後時短(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

224 締め期間 締め期間その他(控除免除)時間[休
憩控除時間年休中分類]

PM_2008_M 分 [95]日次その他(控除免除)時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

225 締め期間 締め期間その他(控除免除)回数[休
憩控除時間年休中分類]

PM_2008_C 回数 [96]日次その他(控除免除)回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

226 締め期間 締め期間その他(控除免除)日数[休
憩控除時間年休中分類]

PM_2008_D 日数 [97]日次その他(控除免除)日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

227 締め期間 締め期間時間年休時間[休憩控除時
間年休中分類]

PM_9001_M 分 [98]日次時間年休時間[休憩控除時間年休中分類]の合計

228 締め期間 締め期間時間年休回数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_9001_C 回数 [99]日次時間年休回数[休憩控除時間年休中分類]の合計

229 締め期間 締め期間時間年休日数[休憩控除時
間年休中分類]

PM_9001_D 日数 [100]日次時間年休日数[休憩控除時間年休中分類]の合計

230 締め期間 締め期間[非労働時間名称]時間 PD_%休憩控除時間年休コード%_M 分 [101]日次[休憩控除時間年休名称]時間の合計
231 締め期間 締め期間[非労働時間名称]回数 PD_%休憩控除時間年休コード%_C 回数 [102]日次[休憩控除時間年休名称]回数の合計
232 締め期間 締め期間[非労働時間名称]日数 PD_%休憩控除時間年休コード%_D 日数 [103]日次[休憩控除時間年休名称]日数の合計
233 締め期間 締め期間[勤務状況名称]日数 PS_%勤務状況%_D 日数 [104]日次[勤務状況名称]日数の合計
234 締め期間 締め期間出勤日数 PT_attendance_D 日数 [105]日次出勤日数の合計
235 締め期間 締め期間欠勤日数 PT_due_diligence_D 日数 [106]日次欠勤日数の合計
236 締め期間 締め期間代休日数 PT_compensation_D 日数 [107]日次代休日数の合計
237 締め期間 締め期間休業日数 PT_closure_D 日数 [108]日次休業日数の合計
238 締め期間 締め期間休職日数 PT_suspension_D 日数 [109]日次休職日数の合計
239 締め期間 締め期間法定休日日数 PT_leagal_holiday_D 日数 [110]日次法定休日日数の合計
240 締め期間 締め期間所定休日日数 PT_holiday_D 日数 [111]日次所定休日日数の合計
241 締め期間 締め期間半日休暇(前半)日数 PT_leave_half_before_D 日数 [112]日次半日休暇(前半)日数の合計
242 締め期間 締め期間半日休暇(後半)日数 PT_leave_half_later_D 日数 [113]日次半日休暇(後半)日数の合計
243 締め期間 締め期間全日休暇日数 PT_leave_entire_D 日数 [114]日次全日休暇日数の合計
244 締め期間 締め期間振替休日(法定)日数 PT_trnsfr_holiday_legal_D 日数 [115]日次振替休日(法定)日数の合計
245 締め期間 締め期間振替休日(所定)日数 PT_trnsfr_holiday_D 日数 [116]日次振替休日(所定)日数の合計
246 締め期間 締め期間振替出勤(法定)日数 PT_trnsfr_attend_legal_D 日数 [117]日次振替出勤(法定)日数の合計



247 締め期間 締め期間振替出勤(所定)日数 PT_trnsfr_attend_D 日数 [118]日次振替出勤(所定)日数の合計
248 締め期間 締め期間休日出勤(法定)日数 PT_holiday_attend_legal_D 日数 [119]日次休日出勤(法定)日数の合計
249 締め期間 締め期間休日出勤(所定)日数 PT_holiday_attend_D 日数 [120]日次休日出勤(所定)日数の合計
250 締め期間 締め期間法定労働時間の総枠 PA_legal_work_total_M 分 法定労働時間の総枠。

フレックスタイム制、変形労働時間制のみ値を保持。
legalWorkTotalTime 対象外 対象外 2 2 対象外

251 締め期間 締め期間法定内残業時間 PA_in_legal_over_work_M 分 締め期間の法定内残業時間 periodInLegalOverWorkTime 2 対象外 4 3 2
252 締め期間 締め期間法定外残業時間 PA_out_legal_over_work_M 分 締め期間の法定外残業時間 periodOutLegalOverWorkTime 3 2 6 4 3
253 締め期間 締め期間フレックス過不⾜時間 PA_flex_over_or_shortage_M 分 フレックス過不⾜時間

プラス値の場合は過時間、マイナスの場合は不⾜時間254 締め期間 締め期間フレックス次回繰越不⾜時 PA_flex_next_carry_shortage_M 分 フレックス次回繰越不⾜時間
255 締め期間 締め期間所定労働日数(カレンダー) PA_work_day_calendar_D 日数 カレンダーベースでの所定労働日数の日数
256 締め期間 締め期間法定休日日数(カレンダー) PA_legal_holiday_calendar_D 日数 カレンダーベースでの法定休日の日数
257 締め期間 締め期間所定休日日数(カレンダー) PA_holiday_calendar_D 日数 カレンダーベースでの所定休日の日数
258 締め期間 締め期間休日日数(カレンダー) PA_sum_holiday_calendar_D 日数 [256]締め期間法定休日日数(カレンダー)と[257]締め期間所定休日日数

(カレンダー)の合計
259 締め期間 締め期間カレンダー日数 PA_calendar_D 日数 [255]締め期間所定労働日数(カレンダー)と[256]締め期間法定休日日数

(カレンダー)と[257]締め期間所定休日日数(カレンダー)の合計
260 締め期間 締め期間所定労働日日数 PA_work_day_D 日数 ⼊⼒した勤務情報に基づいた所定労働日の日数
261 締め期間 締め期間所定休日日数 PA_holiday_D 日数 ⼊⼒した勤務情報に基づいた所定休日の日数
262 締め期間 締め期間法定休日日数 PA_legal_holiday_D 日数 ⼊⼒した勤務情報に基づいた法定休日の日数
263 締め期間 締め期間休日日数 PA_sum_holiday_D 日数 [261]締め期間所定休日日数と[262]締め期間法定休日日数の合計
264 締め期間 締め期間45時間超残業時間 PA_excess_over45_M 分 法定外残業時間のうち、45時間を超え、60時間未満の時間 excessOverTime 4 3 7 5 4
265 締め期間 締め期間60時間超残業時間 PA_excess_over60_M 分 法定外残業時間のうち、45時間を超える時間 excessOverTime

(excessOverTimeParam60)
5 4 8 6 5

266 月次 月次法定外残業時間 MA_out_legal_over_work_M 分 １ヶ月の法定外残業時間 monthlyOutLegalOverWorkTime 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

対象外対象外5対象外対象外flexShortageExcessTime

1

factDaysCount 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

1calendarCount 1 1 1



休憩・控除・時間年休マスタは以下の構成のようになっています。

上記のうち、「休憩・控除・時間年休⼤分類」と「休憩・控除・時間年休中分類」は初期データとして登録されます。

登録データ

別紙 「休憩・控除・時間年休」の構成

休憩・控除・時間年休 休憩・控除・時間年休 休憩・控除・時間年休

休憩

休憩

控除

遅刻 早退 育児時間 育児時短

介護時短 産前時短 産後時短 その他

大分類 中分類



「休憩・控除・時間年休」を画⾯から登録する際、「休憩・控除・時間年休中分類」と紐づけて登録しますので、
必然的に「休憩・控除・時間年休⼤分類」とも紐づきます。

「休憩・控除・時間年休⼤分類」「休憩・控除・時間年休中分類」「休憩・控除・時間年休」ごとにそれぞれ集計項⽬を提供しています。
「休憩・控除・時間年休」を登録することで、中分類と⼤分類の集計も自動的に⾏われます。

例）
「休憩」という休憩控除時間年休をマスタメンテナンス画⾯で作成した。
（コードを「recess」とし、中分類「休憩」と紐づけた。）

「休憩」を60分を取得すると・・・
集計項⽬名 キー 値
日次休憩時間[休憩控除時間年休⼤分類] DL_00_M 60分
日次休憩時間[休憩控除時間年休中分類] DM_0001_M 60分
日次休憩時間 DD_recess_M 60分

が登録されます。
※上記には時間数のみを記載しましたが、回数、日数も同様です。

控除免除

遅刻 早退 育児時間 育児時短

介護時短 産前時短 産後時短 その他

時間年休

時間年休


