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1. XML 形式サンプル 

1.1 納税義務者情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_1_納税義務者情報ファイル> 

    <納税義務者情報キー> 

        <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    </納税義務者情報キー> 

    <納税管理人情報> 

        <納税管理人区分>01</納税管理人区分> 

        <納税管理人識別番号>111112222233333</納税管理人識別番号> 

    </納税管理人情報> 

    <送付先情報> 

        <住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書>東西アパート２０１号</方書> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        </住所情報> 

        <送付先名称>佐藤 花子</送付先名称> 

        <送付先名称カナ>サトウ ハナコ</送付先名称カナ> 

    </送付先情報> 

</_11_収滞納管理_1_納税義務者情報ファイル> 

 

1.2 通知書情報ファイル_固定資産税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_2_通知書情報ファイル_固定資産税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>05</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110502</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <共有者数>3</共有者数> 

    <期割数>1</期割数> 

</_11_収滞納管理_2_通知書情報ファイル_固定資産税> 

 

1.3 期別情報ファイル_固定資産税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_3_期別情報ファイル_固定資産税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>05</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110502</期別納期限> 
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    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110101</課税課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

        <期別延滞金額>0</期別延滞金額> 

        <期別督促手数料>0</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <納税通知書発行情報> 

        <納税通知書返戻日>0</納税通知書返戻日> 

        <納税通知書公示日>0</納税通知書公示日> 

    </納税通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <納組コード>000000001</納組コード> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_3_期別情報ファイル_固定資産税> 

 

1.4 納付履歴情報ファイル_固定資産税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_4_納付履歴情報ファイル_固定資産税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>05</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>100</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <領収日>20110531</領収日> 
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    <収入日>20110531</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <前納報奨金>0</前納報奨金> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>05</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_4_納付履歴情報ファイル_固定資産税> 

 

1.5 調定履歴情報ファイル_固定資産税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_5_調定履歴情報ファイル_固定資産税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>05</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20110531</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

    </期別内容> 

</_11_収滞納管理_5_調定履歴情報ファイル_固定資産税> 

 

1.6 通知書情報ファイル_個人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_6_通知書情報ファイル_個人住民税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>06</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 
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        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110630</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <期割数>1</期割数> 

</_11_収滞納管理_6_通知書情報ファイル_個人住民税> 

 

1.7 期別情報ファイル_個人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_7_期別情報ファイル_個人住民税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>06</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110630</期別納期限> 

    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110610</課税課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

        <期別延滞金額>0</期別延滞金額> 

        <期別督促手数料>0</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <納税通知書発行情報> 

        <納税通知書返戻日>0</納税通知書返戻日> 

        <納税通知書公示日>0</納税通知書公示日> 

    </納税通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <納組コード>000000001</納組コード> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_7_期別情報ファイル_個人住民税> 
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1.8 納付履歴情報ファイル_個人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_8_納付履歴情報ファイル_個人住民税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>06</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>100</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <領収日>20110630</領収日> 

    <収入日>20110630</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <前納報奨金>0</前納報奨金> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>06</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_8_納付履歴情報ファイル_個人住民税> 

 

1.9 調定履歴情報ファイル_個人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<_11_収滞納管理_9_調定履歴情報ファイル_個人住民税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>06</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20110731</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

    </期別内容> 

</_11_収滞納管理_9_調定履歴情報ファイル_個人住民税> 

 

1.10 通知書情報ファイル_法人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_10_通知書情報ファイル_法人住民税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>07</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        <事業年度開始日>20110401</事業年度開始日> 

        <事業年度終了日>20120331</事業年度終了日> 

        <申告区分>01</申告区分> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110331</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <申告税情報> 

        <申告年月日>20110331</申告年月日> 

        <確定申告日>20110331</確定申告日> 

        <更正決定年月日>20110331</更正決定年月日> 

        <国税申告基礎区分>1</国税申告基礎区分> 

        <国税修正更正日>0</国税修正更正日> 

        <指定納期限>20110331</指定納期限> 

        <延長申告期限>20110331</延長申告期限> 

        <更正請求日>0</更正請求日> 

        <申告期限延長月数>10</申告期限延長月数> 

        <申告基準日>20110331</申告基準日> 

        <低率日数>0</低率日数> 

        <低率終了日>0</低率終了日> 

        <除算期間開始日>0</除算期間開始日> 

        <除算期間終了日>0</除算期間終了日> 

        <除算期間開始日 2>0</除算期間開始日 2> 

        <除算期間終了日 2>0</除算期間終了日 2> 

    </申告税情報> 

</_11_収滞納管理_10_通知書情報ファイル_法人住民税> 

 

1.11 期別情報ファイル_法人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_11_期別情報ファイル_法人住民税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書キー> 
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            <税目コード>07</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

            <事業年度開始日>20110401</事業年度開始日> 

            <事業年度終了日>20120331</事業年度終了日> 

            <申告区分>01</申告区分> 

        </通知書キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110531</期別納期限> 

    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110531</課税課更正日> 

    <調定額> 

        <本税調定額>200000</本税調定額> 

        <延滞金調定額>0</延滞金調定額> 

        <督促手数料調定額>0</督促手数料調定額> 

    </調定額> 

    <本税調定額内訳> 

        <税割額>100000</税割額> 

        <均等額>100000</均等額> 

    </本税調定額内訳> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_11_期別情報ファイル_法人住民税> 

 

1.12 納付履歴情報ファイル_法人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_12_納付履歴情報ファイル_法人住民税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>07</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

            <事業年度開始日>20110401</事業年度開始日> 

            <事業年度終了日>20120331</事業年度終了日> 
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            <申告区分>01</申告区分> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>1000</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <本税収入額内訳> 

        <税割額>100000</税割額> 

        <均等額>100000</均等額> 

    </本税収入額内訳> 

    <領収日>20120331</領収日> 

    <収入日>20120331</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>08</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>123456789012345-01-9</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_12_納付履歴情報ファイル_法人住民税> 

 

1.13 調定履歴情報ファイル_法人住民税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_13_調定履歴情報ファイル_法人住民税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>07</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        <事業年度開始日>20110401</事業年度開始日> 

        <事業年度終了日>20120331</事業年度終了日> 

        <申告区分>01</申告区分> 
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    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20120110</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <本税調定額>10000</本税調定額> 

    <本税調定額内訳> 

        <税割額>100000</税割額> 

        <均等額>100000</均等額> 

    </本税調定額内訳> 

</_11_収滞納管理_13_調定履歴情報ファイル_法人住民税> 

 

1.14 通知書情報ファイル_軽自動車税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_14_通知書情報ファイル_軽自動車税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>08</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110510</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <軽自動車税情報> 

        <種別>01</種別> 

        <標識番号>東西 ５０ あ １１１１</標識番号> 

    </軽自動車税情報> 

</_11_収滞納管理_14_通知書情報ファイル_軽自動車税> 

 

1.15 期別情報ファイル_軽自動車税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_15_期別情報ファイル_軽自動車税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>08</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110531</期別納期限> 

    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110531</課税課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

        <期別延滞金額>0</期別延滞金額> 

        <期別督促手数料>0</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 
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        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <納税通知書発行情報> 

        <納税通知書返戻日>0</納税通知書返戻日> 

        <納税通知書公示日>0</納税通知書公示日> 

    </納税通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <納組コード>000000001</納組コード> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_15_期別情報ファイル_軽自動車税> 

 

1.16 納付履歴情報ファイル_軽自動車税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_16_納付履歴情報ファイル_軽自動車税> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>08</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>100</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <領収日>20110630</領収日> 

    <収入日>20110630</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 
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        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>08</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_16_納付履歴情報ファイル_軽自動車税> 

 

1.17 調定履歴情報ファイル_軽自動車税 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_17_調定履歴情報ファイル_軽自動車税> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>08</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20110731</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

    </期別内容> 

</_11_収滞納管理_17_調定履歴情報ファイル_軽自動車税> 

 

1.18 通知書情報ファイル_国民健康保険税_料 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_18_通知書情報ファイル_国民健康保険税_料> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>10</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110731</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <国保記号番号>123456789012</国保記号番号> 

    <期割数>1</期割数> 

</_11_収滞納管理_18_通知書情報ファイル_国民健康保険税_料> 

 

1.19 期別情報ファイル_国民健康保険税_料 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<_11_収滞納管理_19_期別情報ファイル_国民健康保険税_料> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>10</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110510</期別納期限> 

    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110101</課税課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別税_料額>10000</期別税_料額> 

        <期別延滞金額>0</期別延滞金額> 

        <期別督促手数料>0</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <国保期別調定額内訳> 

        <期別医療一般分>5000</期別医療一般分> 

        <期別医療退職分>0</期別医療退職分> 

        <期別介護一般分>5000</期別介護一般分> 

        <期別介護退職分>0</期別介護退職分> 

        <期別支援一般分>0</期別支援一般分> 

        <期別支援退職分>0</期別支援退職分> 

    </国保期別調定額内訳> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <納税通知書発行情報> 

        <納税通知書返戻日>0</納税通知書返戻日> 

        <納税通知書公示日>0</納税通知書公示日> 

    </納税通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <納組コード>000000001</納組コード> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

        <決算繰越調定額内訳> 

            <繰越調定額医療一般分>5000</繰越調定額医療一般分> 

            <繰越調定額医療退職分>0</繰越調定額医療退職分> 

            <繰越調定額介護一般分>5000</繰越調定額介護一般分> 

            <繰越調定額介護退職分>0</繰越調定額介護退職分> 

            <繰越調定額支援一般分>0</繰越調定額支援一般分> 

            <繰越調定額支援退職分>0</繰越調定額支援退職分> 

        </決算繰越調定額内訳> 
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    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_19_期別情報ファイル_国民健康保険税_料> 

 

1.20 納付履歴情報ファイル_国民健康保険税_料 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_20_納付履歴情報ファイル_国民健康保険税_料> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>10</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>100</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <国保期別収入額内訳> 

        <収入医療一般分>5000</収入医療一般分> 

        <収入医療退職分>0</収入医療退職分> 

        <収入介護一般分>5000</収入介護一般分> 

        <収入介護退職分>0</収入介護退職分> 

        <収入支援一般分>0</収入支援一般分> 

        <収入支援退職分>0</収入支援退職分> 

    </国保期別収入額内訳> 

    <領収日>20110531</領収日> 

    <収入日>20110531</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <前納報奨金>0</前納報奨金> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>05</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 
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        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_20_納付履歴情報ファイル_国民健康保険税_料> 

 

1.21 調定履歴情報ファイル_国民健康保険税_料 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_21_調定履歴情報ファイル_国民健康保険税_料> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>10</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20110531</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別税_料額>10000</期別税_料額> 

        <国保期別調定額内訳> 

            <期別医療一般分>5000</期別医療一般分> 

            <期別医療退職分>0</期別医療退職分> 

            <期別介護一般分>5000</期別介護一般分> 

            <期別介護退職分>0</期別介護退職分> 

            <期別支援一般分>0</期別支援一般分> 

            <期別支援退職分>0</期別支援退職分> 

        </国保期別調定額内訳> 

    </期別内容> 

</_11_収滞納管理_21_調定履歴情報ファイル_国民健康保険税_料> 

 

1.22 通知書情報ファイル_汎用科目 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_22_通知書情報ファイル_汎用科目> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>06</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <法定納期限>20110630</法定納期限> 

    <法定納期限等>20110502</法定納期限等> 

    <期割数>1</期割数> 

</_11_収滞納管理_22_通知書情報ファイル_汎用科目> 

 

1.23 期別情報ファイル_汎用科目 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_23_期別情報ファイル_汎用科目> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>06</税目コード> 
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            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110630</期別納期限> 

    <変更納期限>0</変更納期限> 

    <課税課更正日>20110610</課税課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

        <期別延滞金額>0</期別延滞金額> 

        <期別督促手数料>0</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <期別調定額内訳>2000</期別調定額内訳> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>0</督促状発行日> 

        <督促状停止日>0</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>0</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>0</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>0</催告状発行日> 

        <催告状停止日>0</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <納税通知書発行情報> 

        <納税通知書返戻日>0</納税通知書返戻日> 

        <納税通知書公示日>0</納税通知書公示日> 

    </納税通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>0</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <納組コード>000000001</納組コード> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本税額>10000</決算繰越本税額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>0</時効予定日> 

</_11_収滞納管理_23_期別情報ファイル_汎用科目> 

 

1.24 納付履歴情報ファイル_汎用科目 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_24_納付履歴情報ファイル_汎用科目> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>06</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 
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    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本税収入額>100</本税収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <領収日>20110630</領収日> 

    <収入日>20110630</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <前納報奨金>0</前納報奨金> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先税目>06</充当元先税目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先事業年度開始日>20110401</充当元先事業年度開始日> 

        <充当元先事業年度終了日>20120331</充当元先事業年度終了日> 

        <充当元先申告区分>01</充当元先申告区分> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_11_収滞納管理_24_納付履歴情報ファイル_汎用科目> 

 

1.25 調定履歴情報ファイル_汎用科目 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_25_調定履歴情報ファイル_汎用科目> 

    <通知書情報キー> 

        <税目コード>06</税目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20110731</更正年月日> 

    <更正事由>001</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別税額>10000</期別税額> 

        <期別調定額内訳>2000</期別調定額内訳> 

    </期別内容> 

</_11_収滞納管理_25_調定履歴情報ファイル_汎用科目> 
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1.26 繰上徴収ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_26_繰上徴収ファイル> 

    <処分コード>01</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <起案年月日>20120210</起案年月日> 

    <決議年月日>20120213</決議年月日> 

    <繰上納期限>20120220</繰上納期限> 

    <繰上納期限時刻>1700</繰上納期限時刻> 

    <繰上徴収理由>01</繰上徴収理由> 

    <取消起案年月日>20120219</取消起案年月日> 

    <取消年月日>20120219</取消年月日> 

    <繰上徴収取消理由>01</繰上徴収取消理由> 

</_11_収滞納管理_26_繰上徴収ファイル> 

 

1.27 分割納付_入ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_27_分割納付_入ファイル> 

    <処分コード>03</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <受付年月日>20120201</受付年月日> 

    <誓約有無>1</誓約有無> 

    <誓約年月日>20120201</誓約年月日> 

    <支払方法>1</支払方法> 

    <分割回数>12</分割回数> 

    <納付金額>10000</納付金額> 

    <開始年月日>20120225</開始年月日> 

    <終了年月日>20130131</終了年月日> 

    <取消年月日>20120210</取消年月日> 

    <分割納付取消理由>01</分割納付取消理由> 

</_11_収滞納管理_27_分割納付_入ファイル> 

 

1.28 納付計画_分割納付ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_28_納付計画_分割納付ファイル> 

    <処分コード>03</処分コード> 

    <管理番号>20110300100000000000</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <分割回数>1</分割回数> 

    <納付期限>20120225</納付期限> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>05</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>00000000000000000002</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <本税分割納付金額>10000</本税分割納付金額> 

    <督促手数料分割納付金額>0</督促手数料分割納付金額> 

    <延滞金分割納付金額>0</延滞金分割納付金額> 
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</_11_収滞納管理_28_納付計画_分割納付ファイル> 

 

1.29 徴収猶予ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_29_徴収猶予ファイル> 

    <処分コード>02</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <猶予区分>0</猶予区分> 

    <申請年月日>20120201</申請年月日> 

    <許可区分>1</許可区分> 

    <不許可理由>01</不許可理由> 

    <決定年月日>20120201</決定年月日> 

    <開始年月日>20120201</開始年月日> 

    <終了年月日>20130131</終了年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <徴収猶予理由>01</徴収猶予理由> 

    <延滞金減免率>100</延滞金減免率> 

    <取消起案年月日>20120220</取消起案年月日> 

    <取消決議年月日>20120220</取消決議年月日> 

    <徴収猶予取消理由>01</徴収猶予取消理由> 

</_11_収滞納管理_29_徴収猶予ファイル> 

 

1.30 延滞金減免ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_30_延滞金減免ファイル> 

    <処分コード>04</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <申請年月日>20120201</申請年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <開始年月日>20120201</開始年月日> 

    <終了年月日>20130131</終了年月日> 

    <延滞金減免理由>01</延滞金減免理由> 

    <延滞金減免率>100</延滞金減免率> 

    <取消起案年月日>20120210</取消起案年月日> 

    <取消決議年月日>20120210</取消決議年月日> 

    <延滞金減免取消理由>01</延滞金減免取消理由> 

</_11_収滞納管理_30_延滞金減免ファイル> 

 

1.31 差押ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_31_差押ファイル> 

    <処分コード>06</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <起案年月日>20120201</起案年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <差押年月日>20120203</差押年月日> 

    <解除起案年月日>20120210</解除起案年月日> 

    <解除決議年月日>20120210</解除決議年月日> 

    <解除年月日>20120210</解除年月日> 

    <差押解除理由>01</差押解除理由> 
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    <差押財産区分>001</差押財産区分> 

    <差押財産情報>土地の表示</差押財産情報> 

</_11_収滞納管理_31_差押ファイル> 

 

1.32 参加差押ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_32_参加差押ファイル> 

    <処分コード>07</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <起案年月日>20120201</起案年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <参加差押年月日>20120203</参加差押年月日> 

    <差押執行機関>東京都東西裁判所</差押執行機関> 

    <執行機関差押年月日>20120120</執行機関差押年月日> 

    <解除起案年月日>20120208</解除起案年月日> 

    <解除決議年月日>20120208</解除決議年月日> 

    <解除年月日>20120209</解除年月日> 

    <参加差押解除理由>01</参加差押解除理由> 

    <参加差押財産区分>001</参加差押財産区分> 

    <参加差押財産情報>土地の表示</参加差押財産情報> 

</_11_収滞納管理_32_参加差押ファイル> 

 

1.33 交付要求ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_33_交付要求ファイル> 

    <処分コード>08</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <起案年月日>20120201</起案年月日> 

    <交付要求種類>1</交付要求種類> 

    <差押執行機関>東京都東西裁判所</差押執行機関> 

    <執行機関差押年月日>20120110</執行機関差押年月日> 

    <事件番号>平成２４年（ケ）不動産競売事件</事件番号> 

    <破産手続開始年月日>20111130</破産手続開始年月日> 

    <破産管財人氏名>佐藤 太郎</破産管財人氏名> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <交付要求年月日>20120202</交付要求年月日> 

    <解除起案年月日>20120208</解除起案年月日> 

    <解除決議年月日>20120208</解除決議年月日> 

    <解除年月日>20120208</解除年月日> 

    <交付要求解除理由>01</交付要求解除理由> 

    <配当有無>不調のため配当無し</配当有無> 

    <交付要求財産区分>001</交付要求財産区分> 

    <交付要求財産情報>土地の表示</交付要求財産情報> 

</_11_収滞納管理_33_交付要求ファイル> 

 

1.34 換価猶予ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_34_換価猶予ファイル> 

    <処分コード>02</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 
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    <猶予区分>0</猶予区分> 

    <申請区分>1</申請区分> 

    <起案年月日>20120201</起案年月日> 

    <申請年月日>20120201</申請年月日> 

    <許可区分>1</許可区分> 

    <不許可理由>01</不許可理由> 

    <開始年月日>20120201</開始年月日> 

    <終了年月日>20130131</終了年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <換価猶予理由>01</換価猶予理由> 

    <取消起案年月日>20120220</取消起案年月日> 

    <取消決議年月日>20120220</取消決議年月日> 

    <換価猶予取消理由>01</換価猶予取消理由> 

</_11_収滞納管理_34_換価猶予ファイル> 

 

1.35 滞納処分の停止ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_35_滞納処分の停止ファイル> 

    <処分コード>10</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <起案年月日>20120201</起案年月日> 

    <決議年月日>20120201</決議年月日> 

    <滞納処分停止種類>01</滞納処分停止種類> 

    <滞納処分停止理由>滞納処分を執行する財産が無いため</滞納処分停止理由> 

    <取消起案年月日>20120201</取消起案年月日> 

    <取消決議年月日>20120201</取消決議年月日> 

    <滞納処分停止取消理由>01</滞納処分停止取消理由> 

</_11_収滞納管理_35_滞納処分の停止ファイル> 

 

1.36 時効の中断及び停止情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_36_時効の中断及び停止情報ファイル> 

    <処分コード>01</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <中断停止区分>1</中断停止区分> 

    <時効中断年月日>20120201</時効中断年月日> 

    <時効中断理由>01</時効中断理由> 

    <時効停止理由>01</時効停止理由> 

    <時効停止開始日>20120201</時効停止開始日> 

    <時効停止終了日>20120220</時効停止終了日> 

</_11_収滞納管理_36_時効の中断及び停止情報ファイル> 

 

1.37 納付委託ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_37_納付委託ファイル> 

    <処分コード>11</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <受付年月日>20120201</受付年月日> 

    <決定年月日>20120201</決定年月日> 

    <取消年月日>20120210</取消年月日> 
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    <納付委託取消理由>01</納付委託取消理由> 

</_11_収滞納管理_37_納付委託ファイル> 

 

1.38 納付計画_納付委託ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_38_納付計画_納付委託ファイル> 

    <処分コード>11</処分コード> 

    <管理番号>20110300100000000000</管理番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <納付回数>1</納付回数> 

    <支払期日>20120225</支払期日> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>05</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>00000000000000000002</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <本税納付金額>10000</本税納付金額> 

    <督促手数料納付金額>0</督促手数料納付金額> 

    <延滞金納付金額>0</延滞金納付金額> 

</_11_収滞納管理_38_納付計画_納付委託ファイル> 

 

1.39 証券情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_39_証券情報ファイル> 

    <受付番号>12345678901234567890</受付番号> 

    <受付年月日>20120225</受付年月日> 

    <証券種類コード>01</証券種類コード> 

    <証券番号>ＫＯ１２３４５６７８９０</証券番号> 

    <券面額>100000</券面額> 

    <処分コード>11</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <振出年月日>20120225</振出年月日> 

    <振出人>佐藤 一郎</振出人> 

    <振出地>東京都東西市南町中央１－１－１</振出地> 

    <支払期日>20120525</支払期日> 

    <支払人>東西銀行株式会社南北支店</支払人> 

    <支払地>東京都東西市南町</支払地> 

    <決済年月日>20120525</決済年月日> 

    <返却年月日>20120530</返却年月日> 

    <不渡年月日>20120610</不渡年月日> 

    <組戻年月日>20120515</組戻年月日> 

    <代金取立依頼日>20120510</代金取立依頼日> 

</_11_収滞納管理_39_証券情報ファイル> 

 

1.40 処分期別情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_40_処分期別情報ファイル> 

    <処分コード>06</処分コード> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 
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    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <税目コード>05</税目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>00000000000000000001</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <本税処分金額>20000</本税処分金額> 

    <督促手数料処分金額>100</督促手数料処分金額> 

    <延滞金処分金額>2000</延滞金処分金額> 

</_11_収滞納管理_40_処分期別情報ファイル> 

 

1.41 滞納整理の記録ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_41_滞納整理の記録ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <記入年月日>20120201</記入年月日> 

    <記入時刻>1030</記入時刻> 

    <記録コード>005</記録コード> 

    <記録内容>本人より入電あり、分割納付を希望しており後日納付相談のため来庁するとのこと。</記録内容> 

</_11_収滞納管理_41_滞納整理の記録ファイル> 

 

1.42 不動産登記情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_42_不動産登記情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>【土地】 不動産番号：１２３４５６７８９０ 所在地：東京都東西市南町中央１－１－１ 名義人：

佐藤 一郎 地目：宅地 地籍：３００平方メートル</財産情報> 

</_11_収滞納管理_42_不動産登記情報ファイル> 

 

1.43 商業法人登記情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_43_商業法人登記情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <登記情報>会社の名称：日本商事株式会社 本店：日本商事関東本店 本店所在地：東京都東西市南町中央１－

１０－１ 設立年月日：平成５年４月１日 代表取締役：鈴木 太郎</登記情報> 

</_11_収滞納管理_43_商業法人登記情報ファイル> 

 

1.44 預貯金等調査結果情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_44_預貯金等調査結果情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 
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    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>調査機関：東西銀行株式会社預金センター 結果：口座該当あり 店舗：南北支店</財産情報> 

</_11_収滞納管理_44_預貯金等調査結果情報ファイル> 

 

1.45 電話加入権等調査結果情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_45_電話加入権等調査結果情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>調査機関：東西電話株式会社 契約年月日：平成２０年４月１日 契約者氏名：佐藤 一郎 契約者

住所：東京都東西市南町中央１－１－１ 市外局番：１２３ 局番：４５６ 電話番号：７８９０ 電話種類：単宅</

財産情報> 

</_11_収滞納管理_45_電話加入権等調査結果情報ファイル> 

 

1.46 携帯電話調査結果情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_46_携帯電話調査結果情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>調査機関：東西電話株式会社 契約年月日：平成２０年４月１日 契約者氏名：佐藤 一郎 契約者

住所：東京都東西市南町中央１－１－１ 電話番号：０９０－１２３４－５６７８ 支払方法：口座振替 金融機関：

東西銀行株式会社</財産情報> 

</_11_収滞納管理_46_携帯電話調査結果情報ファイル> 

 

1.47 給与調査結果情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_47_給与調査結果情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>勤務先名称：日本商事株式会社 勤務先住所：東京都東西市南町中央１－１０－１ 支給月：平成２

３年１２月 基本給：２００，０００円 超過手当：５０，０００円 賞与：３００，０００円 扶養手当：１０，０

００円 その他手当：１０，０００円 源泉所得税：１０，０００円 住民税：１０，０００円 社会保険料：２０，

０００円 その他控除：１０，０００円 生計を一とする親族：３人 給与支払日：毎月２５日 賞与支払月：６月、

１２月 支払方法：口座振替 給与口座：東西銀行株式会社 口座番号：１２３４５６７ 退職年月日：平成２３年１

２月３０日 差押有無：無し</財産情報> 

</_11_収滞納管理_47_給与調査結果情報ファイル> 

 

1.48 所得税還付金情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_48_所得税還付金情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>調査機関：東西税務署 調査年度：平成２２年 還付金額：１００，０００円</財産情報> 

</_11_収滞納管理_48_所得税還付金情報ファイル> 
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1.49 生命保険情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_49_生命保険情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>調査会社：東西保険株式会社 所在地：東京都東西市南町中央１－１０－１ 保険の種類：生命保険 

保険証番号：１２３４５６７８９０ＡＢＣＤＥＦＧ 契約者氏名：佐藤 一郎 契約者住所：東京都東西市南町中央

１－１－１ 契約者連絡先：０１２－３４５－６７８９ 被保険者氏名：佐藤 一郎 被保険者住所：東京都東西市

南町中央１－１－１ 保険金受取人氏名：佐藤 一郎 保険金額：３，０００，０００円 保険満期日：平成２５年

１２月３１日</財産情報> 

</_11_収滞納管理_49_生命保険情報ファイル> 

 

1.50 その他債権情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_11_収滞納管理_50_その他債権情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <管理番号>12345678901234567890</管理番号> 

    <回答年月日>20120201</回答年月日> 

    <財産情報>債権種類：家賃 契約年月日：平成１０年４月１日 家賃金額：毎月２００，０００円</財産情報> 

</_11_収滞納管理_50_その他債権情報ファイル> 

 


