07_固定資産税

1. XML 形式サンプル
1.1 賦課情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_1_賦課情報ファイル>
<義務者識別番号>42334</義務者識別番号>
<相当年度>2011</相当年度>
<最新賦課履歴番号>1</最新賦課履歴番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<賦課異動事由>10</賦課異動事由>
<賦課異動理由/>
<賦課異動年月日>20120228</賦課異動年月日>
<土地免税点区分>1</土地免税点区分>
<家屋免税点区分>1</家屋免税点区分>
<償却免税点区分>1</償却免税点区分>
<その他減免税額>7284</その他減免税額>
<年税額>133400</年税額>
<調定連番>1</調定連番>
<通知書発付日>20120201</通知書発付日>
<合計課税標準額>
<土地分課税標準額>2711165</土地分課税標準額>
<家屋分課税標準額>121100</家屋分課税標準額>
</合計課税標準額>
<償却_固定課税標準額>123000</償却_固定課税標準額>
<固定課税標準額>2711000</固定課税標準額>
<固定算出税額>121000</固定算出税額>
<固定区分所有分按分前算出税額>121000</固定区分所有分按分前算出税額>
<区分所有分固定持分税額>12000</区分所有分固定持分税額>
<土地_固定軽減税額>50500</土地_固定軽減税額>
<土地_固定区分所有分軽減税額>43000</土地_固定区分所有分軽減税額>
<家屋_固定軽減税額>32000</家屋_固定軽減税額>
<家屋_固定区分所有分軽減税額>28828</家屋_固定区分所有分軽減税額>
<土地_固定物的減免税額>28389</土地_固定物的減免税額>
<土地_固定区分所有分物的減免税額>23922</土地_固定区分所有分物的減免税額>
<家屋_固定物的減免税額>23222</家屋_固定物的減免税額>
<家屋_固定区分所有分物的減免税額>34534</家屋_固定区分所有分物的減免税額>
<固定減税額>21234</固定減税額>
<固定区分所有分減税額>23425</固定区分所有分減税額>
<固定年税額>125400</固定年税額>
<固定その他減免税額>3400</固定その他減免税額>
<都市計画税履歴番号>1</都市計画税履歴番号>
<土地_都計課税標準額>20020</土地_都計課税標準額>
<家屋_都計課税標準額>40400</家屋_都計課税標準額>
<都計課税標準額>35435</都計課税標準額>
<都計算出税額>33354</都計算出税額>
<都計区分所有分按分前算出税額>3884</都計区分所有分按分前算出税額>
<区分所有分都計持分税額>3493</区分所有分都計持分税額>
<土地_都計軽減税額>22000</土地_都計軽減税額>
<土地_都計区分所有分軽減税額>22000</土地_都計区分所有分軽減税額>
<家屋_都計軽減税額>22000</家屋_都計軽減税額>
<家屋_都計区分所有分軽減税額>22000</家屋_都計区分所有分軽減税額>
<土地_都計物的減免税額>11000</土地_都計物的減免税額>
<土地_都計区分所有分物的減免税額>11000</土地_都計区分所有分物的減免税額>
<家屋_都計物的減免税額>11000</家屋_都計物的減免税額>
<家屋_都計区分所有分物的減免税額>11000</家屋_都計区分所有分物的減免税額>
<都計減税額>5500</都計減税額>
<都計区分所有分減税額>5500</都計区分所有分減税額>
<都計年税額>66000</都計年税額>
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<都計その他減免税額>32500</都計その他減免税額>
</_07_固定資産税_1_賦課情報ファイル>

1.2 賦課調定情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_2_賦課調定情報ファイル>
<義務者識別番号>42334</義務者識別番号>
<相当年度>2011</相当年度>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<期別コード>01</期別コード>
<調定年度>2012</調定年度>
<調定額>1810</調定額>
<固定内訳額>21000</固定内訳額>
<都計内訳額>5400</都計内訳額>
<納期限年月日>20120531</納期限年月日>
</_07_固定資産税_2_賦課調定情報ファイル>

1.3 物件所在地情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_3_物件所在地情報ファイル>
<大字コード>000021</大字コード>
<小字コード>000001</小字コード>
<大字名称漢字>東西</大字名称漢字>
<大字名称カナ>トウザイ</大字名称カナ>
<小字名称漢字>南北</小字名称漢字>
<小字名称カナ>ナンボク</小字名称カナ>
<都市計画フラグ>0</都市計画フラグ>
</_07_固定資産税_3_物件所在地情報ファイル>

1.4 土地情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_4_土地情報ファイル>
<物件番号>112305</物件番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<相当年度>2011</相当年度>
<最新台帳履歴番号>1</最新台帳履歴番号>
<従前仮換地区分>0</従前仮換地区分>
<使用収益年月日>20120201</使用収益年月日>
<台帳異動年月日>20120106</台帳異動年月日>
<台帳異動事由>03</台帳異動事由>
<土地大字コード>000021</土地大字コード>
<土地小字コード>000001</土地小字コード>
<土地地番コード>000000400000120000000000000000</土地地番コード>
<土地地番名称>４番地１２</土地地番名称>
<共有区分>1</共有区分>
<共有物件番号>37412</共有物件番号>
<分合筆原因区分>0</分合筆原因区分>
<所有区分>0</所有区分>
<都市計画フラグ>1</都市計画フラグ>
<閉鎖フラグ>0</閉鎖フラグ>
<登記履歴番号>1</登記履歴番号>
<登記異動理由/>
<登記異動年月日>20100101</登記異動年月日>
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<登記名義人漢字氏名>佐藤 太郎</登記名義人漢字氏名>
<登記名義人住所>東京都東西市南町中央１－１－１</登記名義人住所>
<登記地目/>
<登記地積>51.00</登記地積>
<義務者履歴番号>1</義務者履歴番号>
<所有者異動理由/>
<所有者異動年月日>20081115</所有者異動年月日>
<所有者識別番号>655</所有者識別番号>
<義務者異動理由/>
<義務者異動年月日>20081115</義務者異動年月日>
<義務者識別番号>42334</義務者識別番号>
<評価調書履歴番号>1</評価調書履歴番号>
<評価異動理由/>
<評価決定年月日>20081117</評価決定年月日>
<現況地目/>
<課税地積>51.00</課税地積>
<小規模住宅地積>51.00</小規模住宅地積>
<一般住宅地積>0.00</一般住宅地積>
<非住宅地積>0.00</非住宅地積>
<画地番号>2838</画地番号>
<画地履歴番号>1</画地履歴番号>
<市街化区分>1</市街化区分>
<市街化農地開始年>2008</市街化農地開始年>
<市街化農地開始課税標準額>132500</市街化農地開始課税標準額>
<宅地比準フラグ>1</宅地比準フラグ>
<非課税事由/>
<非課税地積>80.50</非課税地積>
<農地区分>01</農地区分>
<農舎評価区分>0</農舎評価区分>
<生産緑地指定区分>1</生産緑地指定区分>
<田園住居地域内市街化区域農地区分>1</田園住居地域内市街化区域農地区分>
<砂防地調書整理番号>1</砂防地調書整理番号>
<砂防地指定開始年>2009</砂防地指定開始年>
<砂防地採用地積>11.90</砂防地採用地積>
<砂防地地積割合>0.050</砂防地地積割合>
<類似土地物件番号>37453</類似土地物件番号>
<類似土地台帳履歴番号>1</類似土地台帳履歴番号>
<用途変更宅地等区分>0</用途変更宅地等区分>
<その他履歴番号>1</その他履歴番号>
<保有税区分>01</保有税区分>
<保有税猶予_免除区分>01</保有税猶予_免除区分>
<保有税取得年月日>20090201</保有税取得年月日>
<国土調査完了フラグ>1</国土調査完了フラグ>
<国土調査地積>8.00</国土調査地積>
<国土調査年月日>20090222</国土調査年月日>
<農振区分>01</農振区分>
<鉄道沿線区分>1</鉄道沿線区分>
<鉄道沿線距離>15.52</鉄道沿線距離>
<下水道区分/>
<特例履歴番号>1</特例履歴番号>
<特例区分/>
<特例開始年>2010</特例開始年>
<特例終了年>2012</特例終了年>
<特例対象地積>20.44</特例対象地積>
<軽減区分/>
<軽減開始年>2010</軽減開始年>
<軽減終了年>2012</軽減終了年>
<軽減対象地積>20.22</軽減対象地積>
<減免区分/>
<減免開始年>2011</減免開始年>
<減免終了年>2012</減免終了年>
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<減免対象地積>4.35</減免対象地積>
<土地固定課税標準額>739921</土地固定課税標準額>
<土地固定特例対象課税標準額>328000</土地固定特例対象課税標準額>
<土地固定軽減税相当額>328000</土地固定軽減税相当額>
<土地固定減免相当額>328000</土地固定減免相当額>
<土地固定減税相当額>800000</土地固定減税相当額>
<土地都計課税標準額>1479843</土地都計課税標準額>
<土地都計特例対象課税標準額>800000</土地都計特例対象課税標準額>
<土地都計軽減相当額>800000</土地都計軽減相当額>
<土地都計減免相当額>800000</土地都計減免相当額>
<土地都計減税相当額>800000</土地都計減税相当額>
<異動フラグ>1</異動フラグ>
<小規模用途変更区分>1</小規模用途変更区分>
<一般用途変更区分>1</一般用途変更区分>
<非住宅用途変更区分>1</非住宅用途変更区分>
<評価下落率>4.3</評価下落率>
<固定地積明細区分_小規模>1</固定地積明細区分_小規模>
<固定明細課税標準額_小規模>739921</固定明細課税標準額_小規模>
<固定減額後明細課税標準額_小規模>0</固定減額後明細課税標準額_小規模>
<固定明細前年度課税標準額_小規模>739921</固定明細前年度課税標準額_小規模>
<固定明細前基準年課税標準額_小規模>0</固定明細前基準年課税標準額_小規模>
<固定上昇率_小規模>12.345</固定上昇率_小規模>
<固定特例適用前上昇率_小規模>12.345</固定特例適用前上昇率_小規模>
<固定負担水準率_小規模>1.234</固定負担水準率_小規模>
<固定負担調整率_小規模>1.234</固定負担調整率_小規模>
<固定本則到達区分_小規模>1</固定本則到達区分_小規模>
<固定本則となるべき額_小規模>739921</固定本則となるべき額_小規模>
<固定減額 1 相当額_小規模>500000</固定減額 1 相当額_小規模>
<固定減額 2 相当額_小規模>500000</固定減額 2 相当額_小規模>
<固定減額 2 後明細課税標準額_小規模>123456</固定減額 2 後明細課税標準額_小規模>
<固定前年度減額 2 後明細課税標準額_小規模>600000</固定前年度減額 2 後明細課税標準額_小規模>
<固定地積明細区分_一般>2</固定地積明細区分_一般>
<固定明細課税標準額_一般>739921</固定明細課税標準額_一般>
<固定減額後明細課税標準額_一般>0</固定減額後明細課税標準額_一般>
<固定明細前年度課税標準額_一般>800000</固定明細前年度課税標準額_一般>
<固定明細前基準年課税標準額_一般>800000</固定明細前基準年課税標準額_一般>
<固定上昇率_一般>1.234</固定上昇率_一般>
<固定特例適用前上昇率_一般>1.234</固定特例適用前上昇率_一般>
<固定負担水準率_一般>1.234</固定負担水準率_一般>
<固定負担調整率_一般>1.123</固定負担調整率_一般>
<固定本則到達区分_一般>1</固定本則到達区分_一般>
<固定本則となるべき額_一般>739921</固定本則となるべき額_一般>
<固定減額 1 相当額_一般>800000</固定減額 1 相当額_一般>
<固定減額 2 相当額_一般>800000</固定減額 2 相当額_一般>
<固定減額 2 後明細課税標準額_一般>800000</固定減額 2 後明細課税標準額_一般>
<固定前年度減額 2 後明細課税標準額_一般>800000</固定前年度減額 2 後明細課税標準額_一般>
<固定地積明細区分_非住宅法人>3</固定地積明細区分_非住宅法人>
<固定明細課税標準額_非住宅法人>739921</固定明細課税標準額_非住宅法人>
<固定減額後明細課税標準額_非住宅法人>800000</固定減額後明細課税標準額_非住宅法人>
<固定明細前年度課税標準額_非住宅法人>739921</固定明細前年度課税標準額_非住宅法人>
<固定明細前基準年課税標準額_非住宅法人>800000</固定明細前基準年課税標準額_非住宅法人>
<固定上昇率_非住宅法人>1.123</固定上昇率_非住宅法人>
<固定特例適用前上昇率_非住宅法人>1.123</固定特例適用前上昇率_非住宅法人>
<固定負担水準率_非住宅法人>1.123</固定負担水準率_非住宅法人>
<固定負担調整率_非住宅法人>1.123</固定負担調整率_非住宅法人>
<固定本則到達区分_非住宅法人>1</固定本則到達区分_非住宅法人>
<固定本則となるべき額_非住宅法人>739921</固定本則となるべき額_非住宅法人>
<固定減額 1 相当額_非住宅法人>800000</固定減額 1 相当額_非住宅法人>
<固定減額 2 相当額_非住宅法人>800000</固定減額 2 相当額_非住宅法人>
<固定減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>800000</固定減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>
<固定前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>800000</固定前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>
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<固定地積明細区分_非住宅個人>4</固定地積明細区分_非住宅個人>
<固定明細課税標準額_非住宅個人>739921</固定明細課税標準額_非住宅個人>
<固定減額後明細課税標準額_非住宅個人>800000</固定減額後明細課税標準額_非住宅個人>
<固定明細前年度課税標準額_非住宅個人>739921</固定明細前年度課税標準額_非住宅個人>
<固定明細前基準年課税標準額_非住宅個人>800000</固定明細前基準年課税標準額_非住宅個人>
<固定上昇率_非住宅個人>1.123</固定上昇率_非住宅個人>
<固定特例適用前上昇率_非住宅個人>1.123</固定特例適用前上昇率_非住宅個人>
<固定負担水準率_非住宅個人>1.123</固定負担水準率_非住宅個人>
<固定負担調整率_非住宅個人>1.123</固定負担調整率_非住宅個人>
<固定本則到達区分_非住宅個人>1</固定本則到達区分_非住宅個人>
<固定本則となるべき額_非住宅個人>739921</固定本則となるべき額_非住宅個人>
<固定減額 1 相当額_非住宅個人>800000</固定減額 1 相当額_非住宅個人>
<固定減額 2 相当額_非住宅個人>800000</固定減額 2 相当額_非住宅個人>
<固定減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>800000</固定減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>
<固定前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>800000</固定前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>
<固定地積明細区分_農地>5</固定地積明細区分_農地>
<固定明細課税標準額_農地>739921</固定明細課税標準額_農地>
<固定減額後明細課税標準額_農地>800000</固定減額後明細課税標準額_農地>
<固定明細前年度課税標準額_農地>739921</固定明細前年度課税標準額_農地>
<固定明細前基準年課税標準額_農地>800000</固定明細前基準年課税標準額_農地>
<固定上昇率_農地>1.234</固定上昇率_農地>
<固定特例適用前上昇率_農地>1.234</固定特例適用前上昇率_農地>
<固定負担水準率_農地>1.000</固定負担水準率_農地>
<固定負担調整率_農地>1.234</固定負担調整率_農地>
<固定本則到達区分_農地>1</固定本則到達区分_農地>
<固定本則となるべき額_農地>739921</固定本則となるべき額_農地>
<固定減額 1 相当額_農地>800000</固定減額 1 相当額_農地>
<固定減額 2 相当額_農地>800000</固定減額 2 相当額_農地>
<固定減額 2 後明細課税標準額_農地>800000</固定減額 2 後明細課税標準額_農地>
<固定前年度減額 2 後明細課税標準額_農地>800000</固定前年度減額 2 後明細課税標準額_農地>
<都計地積明細区分_小規模>1</都計地積明細区分_小規模>
<都計明細課税標準額_小規模>1479843</都計明細課税標準額_小規模>
<都計減額後明細課税標準額_小規模>0</都計減額後明細課税標準額_小規模>
<都計明細前年度課税標準額_小規模>1479843</都計明細前年度課税標準額_小規模>
<都計減額後明細前年度課税標準額_小規模>800000</都計減額後明細前年度課税標準額_小規模>
<都計明細前基準年課税標準額_小規模>800000</都計明細前基準年課税標準額_小規模>
<都計減額後明細前基準年課税標準額_小規模>800000</都計減額後明細前基準年課税標準額_小規模>
<都計上昇率_小規模>1.234</都計上昇率_小規模>
<都計特例適用前上昇率_小規模>1.234</都計特例適用前上昇率_小規模>
<都計負担水準率_小規模>1.213</都計負担水準率_小規模>
<都計負担調整率_小規模>1.234</都計負担調整率_小規模>
<都計減額後負担調整率_小規模>1.234</都計減額後負担調整率_小規模>
<都計本則到達区分_小規模>1</都計本則到達区分_小規模>
<都計本則となるべき額_小規模>1479843</都計本則となるべき額_小規模>
<都計減額 1 相当額_小規模>500000</都計減額 1 相当額_小規模>
<都計減額 2 相当額_小規模>500000</都計減額 2 相当額_小規模>
<都計減額 2 後明細課税標準額_小規模>500000</都計減額 2 後明細課税標準額_小規模>
<都計前年度減額 2 後明細課税標準額_小規模>500000</都計前年度減額 2 後明細課税標準額_小規模>
<都計地積明細区分_一般>2</都計地積明細区分_一般>
<都計明細課税標準額_一般>1479843</都計明細課税標準額_一般>
<都計減額後明細課税標準額_一般>500000</都計減額後明細課税標準額_一般>
<都計明細前年度課税標準額_一般>1479843</都計明細前年度課税標準額_一般>
<都計減額後明細前年度課税標準額_一般>500000</都計減額後明細前年度課税標準額_一般>
<都計明細前基準年課税標準額_一般>500000</都計明細前基準年課税標準額_一般>
<都計減額後明細前基準年課税標準額_一般>500000</都計減額後明細前基準年課税標準額_一般>
<都計上昇率_一般>1.234</都計上昇率_一般>
<都計特例適用前上昇率_一般>1.234</都計特例適用前上昇率_一般>
<都計負担水準率_一般>1.234</都計負担水準率_一般>
<都計負担調整率_一般>1.234</都計負担調整率_一般>
<都計減額後負担調整率_一般>1.234</都計減額後負担調整率_一般>
<都計本則到達区分_一般>1</都計本則到達区分_一般>
5

07_固定資産税
<都計本則となるべき額_一般>1479843</都計本則となるべき額_一般>
<都計減額 1 相当額_一般>800000</都計減額 1 相当額_一般>
<都計減額 2 相当額_一般>800000</都計減額 2 相当額_一般>
<都計減額 2 後明細課税標準額_一般>800000</都計減額 2 後明細課税標準額_一般>
<都計前年度減額 2 後明細課税標準額_一般>800000</都計前年度減額 2 後明細課税標準額_一般>
<都計地積明細区分_非住宅法人>3</都計地積明細区分_非住宅法人>
<都計明細課税標準額_非住宅法人>1479843</都計明細課税標準額_非住宅法人>
<都計減額後明細課税標準額_非住宅法人>400000</都計減額後明細課税標準額_非住宅法人>
<都計明細前年度課税標準額_非住宅法人>1479843</都計明細前年度課税標準額_非住宅法人>
<都計減額後明細前年度課税標準額_非住宅法人>400000</都計減額後明細前年度課税標準額_非住宅法人>
<都計明細前基準年課税標準額_非住宅法人>400000</都計明細前基準年課税標準額_非住宅法人>
<都計減額後明細前基準年課税標準額_非住宅法人>400000</都計減額後明細前基準年課税標準額_非住宅法人>
<都計上昇率_非住宅法人>1.234</都計上昇率_非住宅法人>
<都計特例適用前上昇率_非住宅法人>1.234</都計特例適用前上昇率_非住宅法人>
<都計負担水準率_非住宅法人>1.234</都計負担水準率_非住宅法人>
<都計負担調整率_非住宅法人>1.234</都計負担調整率_非住宅法人>
<都計減額後負担調整率_非住宅法人>1.234</都計減額後負担調整率_非住宅法人>
<都計本則到達区分_非住宅法人>1</都計本則到達区分_非住宅法人>
<都計本則となるべき額_非住宅法人>1479843</都計本則となるべき額_非住宅法人>
<都計減額 1 相当額_非住宅法人>8000000</都計減額 1 相当額_非住宅法人>
<都計減額 2 相当額_非住宅法人>8000000</都計減額 2 相当額_非住宅法人>
<都計減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>8000000</都計減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>
<都計前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>8000000</都計前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅法人>
<都計地積明細区分_非住宅個人>4</都計地積明細区分_非住宅個人>
<都計明細課税標準額_非住宅個人>1479843</都計明細課税標準額_非住宅個人>
<都計減額後明細課税標準額_非住宅個人>8000000</都計減額後明細課税標準額_非住宅個人>
<都計明細前年度課税標準額_非住宅個人>1479843</都計明細前年度課税標準額_非住宅個人>
<都計減額後前年度課税標準額_非住宅個人>8000000</都計減額後前年度課税標準額_非住宅個人>
<都計明細前基準年課税標準額_非住宅個人>8000000</都計明細前基準年課税標準額_非住宅個人>
<都計減額後明細前基準年課税標準額_非住宅個人>8000000</都計減額後明細前基準年課税標準額_非住宅個人
>
<都計上昇率_非住宅個人>1.234</都計上昇率_非住宅個人>
<都計特例適用前上昇率_非住宅個人>1.234</都計特例適用前上昇率_非住宅個人>
<都計負担水準率_非住宅個人>1.000</都計負担水準率_非住宅個人>
<都計負担調整率_非住宅個人>1.234</都計負担調整率_非住宅個人>
<都計減額後負担調整率_非住宅個人>1.234</都計減額後負担調整率_非住宅個人>
<都計本則到達区分_非住宅個人>1</都計本則到達区分_非住宅個人>
<都計本則となるべき額_非住宅個人>1479843</都計本則となるべき額_非住宅個人>
<都計減額 1 相当額_非住宅個人>8000000</都計減額 1 相当額_非住宅個人>
<都計減額 2 相当額_非住宅個人>8000000</都計減額 2 相当額_非住宅個人>
<都計減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>8000000</都計減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>
<都計前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>8000000</都計前年度減額 2 後明細課税標準額_非住宅個人>
<都計地積明細区分_農地>5</都計地積明細区分_農地>
<都計明細課税標準額_農地>1479843</都計明細課税標準額_農地>
<都計減額後明細課税標準額_農地>8000000</都計減額後明細課税標準額_農地>
<都計明細前年度課税標準額_農地>1479843</都計明細前年度課税標準額_農地>
<都計減額後明細前年度課税標準額_農地>8000000</都計減額後明細前年度課税標準額_農地>
<都計明細前基準年課税標準額_農地>8000000</都計明細前基準年課税標準額_農地>
<都計減額後明細前基準年課税標準額_農地>8000000</都計減額後明細前基準年課税標準額_農地>
<都計上昇率_農地>1.234</都計上昇率_農地>
<都計特例適用前上昇率_農地>1.234</都計特例適用前上昇率_農地>
<都計負担水準率_農地>1.000</都計負担水準率_農地>
<都計負担調整率_農地>1.234</都計負担調整率_農地>
<都計減額後負担調整率_農地>1.234</都計減額後負担調整率_農地>
<都計本則到達区分_農地>1</都計本則到達区分_農地>
<都計本則となるべき額_農地>1479843</都計本則となるべき額_農地>
<都計減額 1 相当額_農地>9000000</都計減額 1 相当額_農地>
<都計減額 2 相当額_農地>9000000</都計減額 2 相当額_農地>
<都計減額 2 後明細課税標準額_農地>8000000</都計減額 2 後明細課税標準額_農地>
<都計前年度減額 2 後明細課税標準額_農地>8000000</都計前年度減額 2 後明細課税標準額_農地>
</_07_固定資産税_4_土地情報ファイル>
6

07_固定資産税

1.5 土地年度別標準地情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_5_土地年度別標準地情報ファイル>
<物件番号>112</物件番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<評価調書履歴番号>1</評価調書履歴番号>
<評価替年度>2011</評価替年度>
<用途地区>11</用途地区>
<状況類似地区番号>1</状況類似地区番号>
<標準地番号>021201</標準地番号>
<造成費区分/>
<遊休農地区分/>
<合計比準割合>10.000</合計比準割合>
<比準割合 1>3.000</比準割合 1>
<比準割合 2>3.000</比準割合 2>
<比準割合 3>2.000</比準割合 3>
<比準割合 4>2.000</比準割合 4>
<比準割合 5>1.234</比準割合 5>
<比準割合 6>1.234</比準割合 6>
<比準割合 7>1.234</比準割合 7>
<比準割合 8>1.234</比準割合 8>
<比準割合 9>1.234</比準割合 9>
<比準割合 10>1.234</比準割合 10>
<評価補正率>1.2345</評価補正率>
<宅地化調整補正率>1.2345</宅地化調整補正率>
<時点修正率>1.00000</時点修正率>
<評価額単価>19286.000</評価額単価>
<評価額>1907771</評価額>
<評価額_小規模>1907771</評価額_小規模>
<評価額_一般>1907771</評価額_一般>
<評価額_非住宅>1907771</評価額_非住宅>
<遊休農地用評価額>1907771</遊休農地用評価額>
</_07_固定資産税_5_土地年度別標準地情報ファイル>

1.6 土地共有情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_6_土地共有情報ファイル>
<物件番号>112</物件番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<部屋番号>103</部屋番号>
<持分区分>1</持分区分>
<土地構成員連番>2</土地構成員連番>
<構成員識別番号>656</構成員識別番号>
<構成員人格区分>5</構成員人格区分>
<持分分子>1</持分分子>
<持分分母>10</持分分母>
</_07_固定資産税_6_土地共有情報ファイル>

1.7 土地分合筆情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_7_土地分合筆情報ファイル>
<物件番号>112305</物件番号>
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<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<分合筆元物件番号>112106</分合筆元物件番号>
<分合筆元履歴番号>3</分合筆元履歴番号>
</_07_固定資産税_7_土地分合筆情報ファイル>

1.8 土地造成費単価情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_8_土地造成費単価情報ファイル>
<計算基準年度>2011</計算基準年度>
<現況地目/>
<造成費区分/>
<造成費単価>17720.000</造成費単価>
</_07_固定資産税_8_土地造成費単価情報ファイル>

1.9 土地標準地単価情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_9_土地標準地単価情報ファイル>
<計算基準年度>2011</計算基準年度>
<標準地番号>021201</標準地番号>
<現況地目/>
<市街化区分>1</市街化区分>
<用途地区>11</用途地区>
<状況類似地区番号>1</状況類似地区番号>
<状類区分>01</状類区分>
<大字コード>000021</大字コード>
<小字コード>000001</小字コード>
<地番コード>0000004000001200000000000000</地番コード>
<評価区分>1</評価区分>
<主要路線番号>021201</主要路線番号>
<標準地宅地の物件番号>102005</標準地宅地の物件番号>
<鑑定平方メートル当りの単価>88000.000</鑑定平方メートル当りの単価>
<公示価格からの引下げ率>1.00</公示価格からの引下げ率>
<補正後平方メートル当り単価>21429.000</補正後平方メートル当り単価>
<第一年度時点修正率>0.98920</第一年度時点修正率>
<第二年度時点修正率>0.00000</第二年度時点修正率>
<第三年度時点修正率>0.00000</第三年度時点修正率>
<間口距離>10.00</間口距離>
<奥行距離>10.00</奥行距離>
<形状区分>1</形状区分>
</_07_固定資産税_9_土地標準地単価情報ファイル>

1.10 土地路線価単価情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_10_土地路線価単価情報ファイル>
<計算基準年度>2011</計算基準年度>
<路線番号>021201</路線番号>
<主要路線番号>1191</主要路線番号>
<状況類似地区番号>1</状況類似地区番号>
<標準地番号>102005</標準地番号>
<用途地区>33</用途地区>
<地域区分/>
<鑑定平方メートル当り単価>88000.000</鑑定平方メートル当り単価>
<公示価格からの引下げ率>1.00</公示価格からの引下げ率>
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<補正後平方メートル当り単価>21429.000</補正後平方メートル当り単価>
<街路条件格差率>0.000</街路条件格差率>
<接近条件格差率>0.000</接近条件格差率>
<環境条件格差率>0.000</環境条件格差率>
<行政条件格差率>0.000</行政条件格差率>
<その他条件格差率>0.000</その他条件格差率>
<道路格差率>0.00000</道路格差率>
<第一年度時点修正率>0.98920</第一年度時点修正率>
<第二年度時点修正率>0.00000</第二年度時点修正率>
<第三年度時点修正率>0.00000</第三年度時点修正率>
<比準価格>0.000</比準価格>
</_07_固定資産税_10_土地路線価単価情報ファイル>

1.11 画地情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_11_画地情報ファイル>
<画地番号>2885</画地番号>
<画地履歴番号>4</画地履歴番号>
<最新台帳履歴番号>1</最新台帳履歴番号>
<画地使用方法>1</画地使用方法>
<未処理フラグ>1</未処理フラグ>
<閉鎖フラグ>1</閉鎖フラグ>
<画地異動理由/>
<画地異動年月日>20100118</画地異動年月日>
<住宅用地履歴番号>1</住宅用地履歴番号>
<画地大字コード>000021</画地大字コード>
<画地小字コード>000001</画地小字コード>
<画地地番コード>0000004000001200000000000000</画地地番コード>
<画地地番名称>４番地１２</画地地番名称>
<住宅区分>01</住宅区分>
<小規模住宅戸数>1</小規模住宅戸数>
<住宅用地の合計面積>100.00</住宅用地の合計面積>
<現況地目/>
</_07_固定資産税_11_画地情報ファイル>

1.12 画地路線状況情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_12_画地路線状況情報ファイル>
<画地番号>2885</画地番号>
<画地履歴番号>4</画地履歴番号>
<評価替年度>2010</評価替年度>
<評価区分>1</評価区分>
<平方メートル当り評点数>19286</平方メートル当り評点数>
<正面路線区分>1</正面路線区分>
<正面路線番号>021201</正面路線番号>
<正面間口>10.00</正面間口>
<正面奥行>10.00</正面奥行>
<側方 1 路線区分>2</側方 1 路線区分>
<側方 1 路線番号>021201</側方 1 路線番号>
<側方 1 間口>10.00</側方 1 間口>
<側方 1 奥行>10.00</側方 1 奥行>
<側方 1 角地>1</側方 1 角地>
<側方 2 路線区分>3</側方 2 路線区分>
<側方 2 路線番号>021201</側方 2 路線番号>
<側方 2 間口>10.00</側方 2 間口>
<側方 2 奥行>10.00</側方 2 奥行>
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<側方 2 角地>2</側方 2 角地>
<二方路線区分>4</二方路線区分>
<二方路線番号>021201</二方路線番号>
<二方間口>10.00</二方間口>
<二方奥行>10.00</二方奥行>
<標準地区分>5</標準地区分>
<標準地番号>021201</標準地番号>
<標準地間口>10.00</標準地間口>
<標準地奥行>10.00</標準地奥行>
<形状区分>1</形状区分>
<現況地目/>
<市街化区分>3</市街化区分>
</_07_固定資産税_12_画地路線状況情報ファイル>

1.13 画地年度別補正情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_13_画地年度別補正情報ファイル>
<画地番号>2885</画地番号>
<画地履歴番号>4</画地履歴番号>
<評価替年度>2011</評価替年度>
<補正名称区分>001</補正名称区分>
<補正率>0.9000</補正率>
<補正区分/>
<補正数値>1.00</補正数値>
<連乗不要フラグ>2</連乗不要フラグ>
</_07_固定資産税_13_画地年度別補正情報ファイル>

1.14 家屋情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_14_家屋情報ファイル>
<物件番号>37452</物件番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<相当年度>2011</相当年度>
<最新台帳履歴番号>1</最新台帳履歴番号>
<台帳異動年月日>20100318</台帳異動年月日>
<台帳異動事由>13</台帳異動事由>
<家屋大字コード>000021</家屋大字コード>
<家屋小字コード>000001</家屋小字コード>
<家屋地番コード>000000400000120000000000000000</家屋地番コード>
<家屋地番名称>４番地１２</家屋地番名称>
<増築区分>1</増築区分>
<増築履歴番号>1</増築履歴番号>
<共有区分>1</共有区分>
<所有区分>0</所有区分>
<都市計画フラグ>1</都市計画フラグ>
<閉鎖フラグ>1</閉鎖フラグ>
<登記履歴番号>1</登記履歴番号>
<登記異動理由/>
<登記異動年月日>20100101</登記異動年月日>
<登記名義人漢字氏名>佐藤 太郎</登記名義人漢字氏名>
<登記名義人住所>東京都東西市南町中央１－１－１</登記名義人住所>
<家屋番号>1-2-3</家屋番号>
<登記建築年月日>20021202</登記建築年月日>
<登記種類区分>54</登記種類区分>
<登記構成材料区分>05</登記構成材料区分>
<登記屋根種類区分>01</登記屋根種類区分>
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<登記地上階数>1</登記地上階数>
<登記地下階数>1</登記地下階数>
<登記床面積 1 階>65.60</登記床面積 1 階>
<登記床面積 1 階以外>80.02</登記床面積 1 階以外>
<登記滅失区分>1</登記滅失区分>
<登記滅失年>2004</登記滅失年>
<登記滅失床面積>80.02</登記滅失床面積>
<現況滅失区分>1</現況滅失区分>
<義務者履歴番号>1</義務者履歴番号>
<所有者異動理由/>
<所有者異動年月日>20081115</所有者異動年月日>
<所有者識別番号>655</所有者識別番号>
<義務者異動理由/>
<義務者異動年月日>20081115</義務者異動年月日>
<義務者識別番号>42334</義務者識別番号>
<評価調書履歴番号>1</評価調書履歴番号>
<評価異動理由/>
<評価決定日>20081117</評価決定日>
<建築年月日>20021202</建築年月日>
<建築区分>1</建築区分>
<評価年>2002</評価年>
<種類区分>54</種類区分>
<主たる用途区分/>
<工法区分>02</工法区分>
<構成材料区分>05</構成材料区分>
<屋根種類区分>01</屋根種類区分>
<鉄骨区分>01</鉄骨区分>
<地上階数>1</地上階数>
<地下階数>0</地下階数>
<床面積 1 階>65.60</床面積 1 階>
<床面積 1 階以外>60.08</床面積 1 階以外>
<共用部分の床面積>30.25</共用部分の床面積>
<市街化区分>1</市街化区分>
<滅失区分>1</滅失区分>
<滅失年>2003</滅失年>
<非課税事由/>
<その他履歴番号>1</その他履歴番号>
<住宅戸数>0</住宅戸数>
<住宅部分の床面積>30.25</住宅部分の床面積>
<貸家区分>1</貸家区分>
<改築年>2002</改築年>
<改築による変動価格>420000</改築による変動価格>
<一部滅失部分床面積>15.33</一部滅失部分床面積>
<一部滅失部分評価額>140000</一部滅失部分評価額>
<棟数加算区分>1</棟数加算区分>
<概調修正区分>1</概調修正区分>
<変動分概調集計年度>2011</変動分概調集計年度>
<棟番号>3</棟番号>
<特例履歴番号>1</特例履歴番号>
<特例区分>00</特例区分>
<特例開始年>2008</特例開始年>
<特例対象床面積>30.04</特例対象床面積>
<軽減区分>01</軽減区分>
<軽減外区分>01</軽減外区分>
<軽減開始年>2010</軽減開始年>
<軽減終了年>2012</軽減終了年>
<軽減対象床面積>20.22</軽減対象床面積>
<軽減個数>1</軽減個数>
<軽減区分 2>02</軽減区分 2>
<軽減開始年 2>2011</軽減開始年 2>
<軽減対象床面積 2>36.32</軽減対象床面積 2>
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<軽減個数 2>1</軽減個数 2>
<軽減区分 2 計算区分>2</軽減区分 2 計算区分>
<軽減区分 3>03</軽減区分 3>
<軽減開始年 3>2011</軽減開始年 3>
<軽減対象床面積 3>36.32</軽減対象床面積 3>
<軽減個数 3>1</軽減個数 3>
<軽減区分 3 計算区分>2</軽減区分 3 計算区分>
<バリアフリー改修工事費>5000000</バリアフリー改修工事費>
<耐震改修工事費>5000000</耐震改修工事費>
<減免区分/>
<減免開始年>2011</減免開始年>
<減免対象床面積>11.19</減免対象床面積>
<再建築費評点数>8000000</再建築費評点数>
<前基準表番号>2</前基準表番号>
<前基準列番号>3</前基準列番号>
<現基準表番号>2</現基準表番号>
<現基準列番号>3</現基準列番号>
<評価用経過年数>9</評価用経過年数>
<一点単価使用フラグ>2</一点単価使用フラグ>
<損耗補正率>0.9000</損耗補正率>
<需給補正率>0.9000</需給補正率>
<階層別専有床面積補正率>100.26</階層別専有床面積補正率>
<理論評価額>5446320</理論評価額>
<家屋評価額>5446320</家屋評価額>
<旧評価額>6260000</旧評価額>
<家屋固定課税標準額>5446320</家屋固定課税標準額>
<家屋固定特例対象課税標準額>800000</家屋固定特例対象課税標準額>
<家屋固定軽減税相当額>540000</家屋固定軽減税相当額>
<家屋固定軽減 1 税相当額>800000</家屋固定軽減 1 税相当額>
<家屋固定軽減 2 税相当額>800000</家屋固定軽減 2 税相当額>
<家屋固定軽減 3 税相当額>800000</家屋固定軽減 3 税相当額>
<家屋固定減免税相当額>300000</家屋固定減免税相当額>
<家屋都計課税標準額>5446320</家屋都計課税標準額>
<家屋都計特例対象課税標準額>3250000</家屋都計特例対象課税標準額>
<家屋都計軽減税相当額>260000</家屋都計軽減税相当額>
<家屋都計軽減 1 税相当額>6000000</家屋都計軽減 1 税相当額>
<家屋都計軽減 2 税相当額>6000000</家屋都計軽減 2 税相当額>
<家屋都計軽減 3 税相当額>6000000</家屋都計軽減 3 税相当額>
<家屋都計減免税相当額>6000000</家屋都計減免税相当額>
</_07_固定資産税_14_家屋情報ファイル>

1.15 家屋共有情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_15_家屋共有情報ファイル>
<物件番号>11513</物件番号>
<台帳履歴番号>1</台帳履歴番号>
<持分区分>0</持分区分>
<構成員連番>2</構成員連番>
<構成員識別番号>656</構成員識別番号>
<構成員人格区分>5</構成員人格区分>
<持分分子>1</持分分子>
<持分分母>10</持分分母>
<部屋番号>101</部屋番号>
<軽減対象床面積>100.00</軽減対象床面積>
<専有部分の床面積>20.00</専有部分の床面積>
<共用部分の床面積>65.60</共用部分の床面積>
</_07_固定資産税_15_家屋共有情報ファイル>
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1.16 償却資産合計情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_16_償却資産合計情報ファイル>
<相当年度>2011</相当年度>
<所有者識別番号>43234</所有者識別番号>
<台帳異動事由>01</台帳異動事由>
<台帳異動理由/>
<義務者識別番号>42334</義務者識別番号>
<管理方法区分>2</管理方法区分>
<短縮耐用承認フラグ>0</短縮耐用承認フラグ>
<増加償却届出フラグ>0</増加償却届出フラグ>
<非課税フラグ>0</非課税フラグ>
<特例フラグ>0</特例フラグ>
<特別_圧縮フラグ>0</特別_圧縮フラグ>
<税務償却方法区分>1</税務償却方法区分>
<青色申告フラグ>1</青色申告フラグ>
<申告区分/>
<申告書受付年月日>20120105</申告書受付年月日>
<価格決定区分>1</価格決定区分>
<申告書不要フラグ>0</申告書不要フラグ>
<種類区分 1>01</種類区分 1>
<前年前取得数量 1>1</前年前取得数量 1>
<前年前取得価額 1>40000</前年前取得価額 1>
<前年中取得数量 1>4</前年中取得数量 1>
<前年中取得価額 1>400000</前年中取得価額 1>
<前年中減少数量 1>1</前年中減少数量 1>
<前年中減少価額 1>1290000</前年中減少価額 1>
<資産数 1>4</資産数 1>
<理論帳簿価額 1>239060</理論帳簿価額 1>
<評価額 1>226196</評価額 1>
<決定価格 1>226196</決定価格 1>
<課税標準額 1>226196</課税標準額 1>
<非課税分資産数 1>1</非課税分資産数 1>
<非課税分決定価格 1>110000</非課税分決定価格 1>
<特例分資産数 1>1</特例分資産数 1>
<特例分課税標準額 1>20000</特例分課税標準額 1>
<種類区分 2>02</種類区分 2>
<前年前取得数量 2>1</前年前取得数量 2>
<前年前取得価額 2>40000</前年前取得価額 2>
<前年中取得数量 2>4</前年中取得数量 2>
<前年中取得価額 2>400000</前年中取得価額 2>
<前年中減少数量 2>1</前年中減少数量 2>
<前年中減少価額 2>1290000</前年中減少価額 2>
<資産数 2>4</資産数 2>
<理論帳簿価額 2>239060</理論帳簿価額 2>
<評価額 2>226196</評価額 2>
<決定価格 2>226196</決定価格 2>
<課税標準額 2>226196</課税標準額 2>
<非課税分資産数 2>1</非課税分資産数 2>
<非課税分決定価格 2>110000</非課税分決定価格 2>
<特例分資産数 2>1</特例分資産数 2>
<特例分課税標準額 2>20000</特例分課税標準額 2>
<種類区分 3>03</種類区分 3>
<前年前取得数量 3>1</前年前取得数量 3>
<前年前取得価額 3>40000</前年前取得価額 3>
<前年中取得数量 3>4</前年中取得数量 3>
<前年中取得価額 3>400000</前年中取得価額 3>
<前年中減少数量 3>1</前年中減少数量 3>
<前年中減少価額 3>1290000</前年中減少価額 3>
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<資産数 3>4</資産数 3>
<理論帳簿価額 3>239060</理論帳簿価額 3>
<評価額 3>226196</評価額 3>
<決定価格 3>226196</決定価格 3>
<課税標準額 3>226196</課税標準額 3>
<非課税分資産数 3>1</非課税分資産数 3>
<非課税分決定価格 3>110000</非課税分決定価格 3>
<特例分資産数 3>1</特例分資産数 3>
<特例分課税標準額 3>20000</特例分課税標準額 3>
<種類区分 4>04</種類区分 4>
<前年前取得数量 4>1</前年前取得数量 4>
<前年前取得価額 4>40000</前年前取得価額 4>
<前年中取得数量 4>4</前年中取得数量 4>
<前年中取得価額 4>400000</前年中取得価額 4>
<前年中減少数量 4>1</前年中減少数量 4>
<前年中減少価額 4>1290000</前年中減少価額 4>
<資産数 4>4</資産数 4>
<理論帳簿価額 4>239060</理論帳簿価額 4>
<評価額 4>226196</評価額 4>
<決定価格 4>226196</決定価格 4>
<課税標準額 4>226196</課税標準額 4>
<非課税分資産数 4>1</非課税分資産数 4>
<非課税分決定価格 4>110000</非課税分決定価格 4>
<特例分資産数 4>1</特例分資産数 4>
<特例分課税標準額 4>20000</特例分課税標準額 4>
<種類区分 5>05</種類区分 5>
<前年前取得数量 5>1</前年前取得数量 5>
<前年前取得価額 5>40000</前年前取得価額 5>
<前年中取得数量 5>4</前年中取得数量 5>
<前年中取得価額 5>400000</前年中取得価額 5>
<前年中減少数量 5>1</前年中減少数量 5>
<前年中減少価額 5>1290000</前年中減少価額 5>
<資産数 5>4</資産数 5>
<理論帳簿価額 5>239060</理論帳簿価額 5>
<評価額 5>226196</評価額 5>
<決定価格 5>226196</決定価格 5>
<課税標準額 5>226196</課税標準額 5>
<非課税分資産数 5>1</非課税分資産数 5>
<非課税分決定価格 5>110000</非課税分決定価格 5>
<特例分資産数 5>1</特例分資産数 5>
<特例分課税標準額 5>20000</特例分課税標準額 5>
<種類区分 6>06</種類区分 6>
<前年前取得数量 6>1</前年前取得数量 6>
<前年前取得価額 6>40000</前年前取得価額 6>
<前年中取得数量 6>4</前年中取得数量 6>
<前年中取得価額 6>400000</前年中取得価額 6>
<前年中減少数量 6>1</前年中減少数量 6>
<前年中減少価額 6>1290000</前年中減少価額 6>
<資産数 6>4</資産数 6>
<理論帳簿価額 6>239060</理論帳簿価額 6>
<評価額 6>226196</評価額 6>
<決定価格 6>226196</決定価格 6>
<課税標準額 6>226196</課税標準額 6>
<非課税分資産数 6>1</非課税分資産数 6>
<非課税分決定価格 6>110000</非課税分決定価格 6>
<特例分資産数 6>1</特例分資産数 6>
<特例分課税標準額 6>20000</特例分課税標準額 6>
<種類区分 7>07</種類区分 7>
<前年前取得数量 7>0</前年前取得数量 7>
<前年前取得価額 7>0</前年前取得価額 7>
<前年中取得数量 7>0</前年中取得数量 7>
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<前年中取得価額 7>0</前年中取得価額 7>
<前年中減少数量 7>0</前年中減少数量 7>
<前年中減少価額 7>0</前年中減少価額 7>
<資産数 7>0</資産数 7>
<理論帳簿価額 7>0</理論帳簿価額 7>
<評価額 7>0</評価額 7>
<決定価格 7>226196</決定価格 7>
<課税標準額 7>226196</課税標準額 7>
<非課税分資産数 7>0</非課税分資産数 7>
<非課税分決定価格 7>0</非課税分決定価格 7>
<特例分資産数 7>0</特例分資産数 7>
<特例分課税標準額 7>20000</特例分課税標準額 7>
<種類区分 8>08</種類区分 8>
<前年前取得数量 8>0</前年前取得数量 8>
<前年前取得価額 8>0</前年前取得価額 8>
<前年中取得数量 8>0</前年中取得数量 8>
<前年中取得価額 8>0</前年中取得価額 8>
<前年中減少数量 8>0</前年中減少数量 8>
<前年中減少価額 8>0</前年中減少価額 8>
<資産数 8>0</資産数 8>
<理論帳簿価額 8>0</理論帳簿価額 8>
<評価額 8>0</評価額 8>
<決定価格 8>226196</決定価格 8>
<課税標準額 8>226196</課税標準額 8>
<非課税分資産数 8>0</非課税分資産数 8>
<非課税分決定価格 8>0</非課税分決定価格 8>
<特例分資産数 8>0</特例分資産数 8>
<特例分課税標準額 8>20000</特例分課税標準額 8>
</_07_固定資産税_16_償却資産合計情報ファイル>

1.17 償却資産細目情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_17_償却資産細目情報ファイル>
<相当年度>2011</相当年度>
<所有者識別番号>43234</所有者識別番号>
<細目資産番号>3</細目資産番号>
<種類区分>03</種類区分>
<資産名称>タンカー</資産名称>
<前年前数量>1</前年前数量>
<前年中減少数量>0</前年中減少数量>
<前年中取得数量>0</前年中取得数量>
<数量>1</数量>
<取得年月日>20080501</取得年月日>
<前年前取得価額>4000000000</前年前取得価額>
<前年中減少価額>800000</前年中減少価額>
<前年中取得価額>20000000</前年中取得価額>
<取得価額>4000000000</取得価額>
<耐用年数>60</耐用年数>
<例外耐用年数適用区分>01</例外耐用年数適用区分>
<理論帳簿価額減価残存率 1 年目>0.975</理論帳簿価額減価残存率 1 年目>
<理論帳簿価額減価残存率 2 年目以降>0.962</理論帳簿価額減価残存率 2 年目以降>
<評価額減価残存率 1 年目>0.981</評価額減価残存率 1 年目>
<評価額減価残存率 2 年目以降>0.962</評価額減価残存率 2 年目以降>
<最低残存到達フラグ>1</最低残存到達フラグ>
<初回申告年度>2009</初回申告年度>
<前年度理論帳簿価額>3900000000</前年度理論帳簿価額>
<理論帳簿価額>3751800000</理論帳簿価額>
<前年度評価額>3924000000</前年度評価額>
<評価額>3774888000</評価額>
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<改正耐用年数>60</改正耐用年数>
<改正耐用開始年>2008</改正耐用開始年>
<特例区分>1</特例区分>
<非課税区分>0</非課税区分>
<細目訂正事由>01</細目訂正事由>
<異動年月日>20110104</異動年月日>
<増加減少区分>1</増加減少区分>
<中古区分>1</中古区分>
</_07_固定資産税_17_償却資産細目情報ファイル>

1.18 業務別送付先情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_18_業務別送付先情報ファイル>
<識別番号>42334</識別番号>
<税目コード>05</税目コード>
<送付先種別>0</送付先種別>
<開始年月>201201</開始年月>
<終了年月>201201</終了年月>
<送付先名称>山田 太郎</送付先名称>
<郵便番号>1113333</郵便番号>
<都道府県コード>11</都道府県コード>
<市町村コード>222</市町村コード>
<大字コード>002100</大字コード>
<小字コード>000100</小字コード>
<番地コード>00123002340000000099</番地コード>
<送付先住所>東京都東西市南町中央１－１－１ 南マンション１０１</送付先住所>
<行政区コード/>
<隣組コード/>
<電話番号>03-3350-6475</電話番号>
<異動理由>11</異動理由>
</_07_固定資産税_18_業務別送付先情報ファイル>

1.19 代納情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_19_代納情報ファイル>
<識別番号>42334</識別番号>
<税目コード>05</税目コード>
<開始年度>2011</開始年度>
<終了年度>2012</終了年度>
<代納者区分>1</代納者区分>
<異動理由>03</異動理由>
<代納者識別番号>5940</代納者識別番号>
</_07_固定資産税_19_代納情報ファイル>

1.20 納組情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_20_納組情報ファイル>
<識別番号>42334</識別番号>
<税目コード>05</税目コード>
<開始年月>201201</開始年月>
<終了年月>201201</終了年月>
<納組コード/>
<異動理由>02</異動理由>
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</_07_固定資産税_20_納組情報ファイル>

1.21 振替口座情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_21_振替口座情報ファイル>
<識別番号>53503577</識別番号>
<業務ユニット>05</業務ユニット>
<開始年月>201201</開始年月>
<終了年月>201202</終了年月>
<金融機関コード>0009</金融機関コード>
<支店コード>512</支店コード>
<口座種別>1</口座種別>
<口座番号>9987675</口座番号>
<口座名義人カナ>ヤマダ タロウ</口座名義人カナ>
<口座名義人名>山田 太郎</口座名義人名>
<新規振替区分>1</新規振替区分>
<異動理由>01</異動理由>
</_07_固定資産税_21_振替口座情報ファイル>

1.22 共有者情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_22_共有者情報ファイル>
<識別番号>42334</識別番号>
<個人履歴番号>1</個人履歴番号>
<共有区分>1</共有区分>
</_07_固定資産税_22_共有者情報ファイル>

1.23 共有構成情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_07_固定資産税_23_共有構成情報ファイル>
<識別番号>42334</識別番号>
<個人履歴番号>1</個人履歴番号>
<構成員連番>1</構成員連番>
<構成員識別番号>1398476</構成員識別番号>
<代表区分>1</代表区分>
</_07_固定資産税_23_共有構成情報ファイル>
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