
猶予の坤請の手り ｜き

市税の猶予制度のあら まし

１

南あわじ市

市税 をそ の納期限まで に納付してい ない場合には、納付す るま での 日数 に応 じて延滞金が かか るほ か、

督促状の送付 を受 けて もなお納付さ れない場合に は、 財産の差押え などの滞納か分を受け るこ とが あり

ます。

ただ し、 市税 を一 時に納付する こと が困難な售畆があ る場合に は、 市に 串詰する こと によ り、 財産の

換価 （売却） や差押えなどが猶予さ れる制度があ ります。

１　 換価の猶予

市税を一時に納付する こと によ り事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申

請に基づいて差押財産の換価（売却）が猶予 される制度です。

２　 徴収猶予

災害、病 気、 事業の休廃業 など によ って 市税 を一 時に納付する こと がで きな いと 認め られ る場合や、

本来の期賢か ら１ 年ＪＪ上経っ て納付すべき税額が確定した市税を一時に納付するこ とができ ないｊｌ由

があ ると 認め られる場ｉ合 に、 申請に基づいて徴収が猶予 される制度です。

猶予の効果
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⇒換価の猶予が認められる と…

①　既に差押えを受けている財産の換価 （売却） が猶予されます。

②　差押えに より 事業の継続又は生きの維持を逖難にする おそれが ある財産について は、 差押えが猶予

（：叉は差押えが解除）さ れる場合があ りま す。

③　換価の猶予が認め られた堝］獸申の延滞金の一部が怩除さ れま す。

⇒徴収猶予が認め られると…

①　新たな差押えや換価（売却）な どの滞納処分の執行を受けません。

②　既に差押 えを 受け てい る財えが ある 場合には 、市 に申 請す るこ とに より 、そ の差押え が解除さ れる

場合があ ります。

③　徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除さ れます。

○ この手ＧＩき の内容は殫－成２ ８年 ４９ １日 な降に行う猶予の串請について適用 されます。
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手続の流れ

＝－－－

猶予を受けるための要件の確認

①　換価の猶予（＝｜・３ ページ）

市税を一時に納付する こと によ り事業の継続又は生活の維持を困難にす るおそれがあ り、 かつ、納

税に対する誠実な意、Ｓを有すると 認め られる場合は、猶予を受け よう とする市税の納期限か ら６ かＪ］

罧内の申請に より 換価の猶予を受けるこ とができ ます。

②　徴句、猶予（う２４ページ）

災害、病気、 事業の休廃業などによ って、市税を一時に納付するこ とができ ない と認められる場合

は、 申請によ り徴収猶予を受けるこ とができ ます。

また 、本来の 期限から １年ぷ上経っ て納付すべき 税額 が確定し た市税を 一時 に納付す るこ とが でき

ない と認められる場合は、 その市税の納期限までに申請するこ とに より 、徴収猶予を受け るこ とがで

きま す。

○

○

完納

、・｀　 メ１ １１ １　 。１ ＿Ｘ Ｊ１ ／。 四＿ エー ふ＿　 ｒｍ 八　　 ＿＿　 。　 ．Ｊ ・　　　　　：

申請書等の作成一 提ｔ （換価の猶予の申請の乗合う４ ペー ジ、 徴效猶予の申請の場合う２５ページ）

「換価の猶予 串禁 書」 又は 「徴效猶予申 請書」に 、必９な書類 を添付し て、 市にを匹ます。

Ｃ「換価の猶予串請書」の書きｊ＝ｉ… ７ページ

Ｃ「徴収猶予申請書」 の書き方……２６ ページ

Ｃ「財産収支状況書」 の書き方…… １０ ページ

「財産目 録」 の書き方……………１ １４ ページ

「収支の獸細書」 の書き方………１８ページ

金額 ・期『萵などの審まを行います。

なお、申請書等の記載に不備がある場合は

Ｗ

提ｉ された申請書等の審査 （う４ページ）

市では、 提范された申請書八び添付書類のＦり容を確認し て、 猶予の許‾ｉ４　・　 ‾葵許‾ＦｉＴや、猶予を許‾臼］‘する

一定期間内に補了Ｅしていただ く必要か おり ます。

猶予が許ｉＥｉｌ された場合（＝ｙ５ページ）　　　　　　　　　　　 手許ｉｌ となる場合（＝ｌ・５ ペー ジ）

猶予が許‾罵された場合は、市から 「猶予許‾鴫逐知書」 が　　　 一定の場合に は、 猶予が許 ‾吭されない

送付 されますので、そ のａ宍口書に記載された分割納付計画　　 こと があ りま す。 この場合には、市から

のｙ おり に訥イ汁 ＬてくゼヽＸｘｊｙ　　　　　　　　　　　　　　　　 ｒｘＳ二ｉＦボｙＦＷｒａ ４Ｆｎま ｉ仏こ贏イ計 癶１１， 才子。のと おり に納付してく ださ い。　　　　　　　　　　　　　　 「猶予‾￥許粍Ｖ驫知書」 が送付さ れま す。

｀１９１’゛’

猶予の取消し等（う６ ペー ジ）

木税の全額が納付 された場合は、延　　　 一定の場合に は、 猶予が取 り消 され るこ とが あり ます。

滞をのを部又は一部が免除 されます。　　　 なお、やむを得ない事情が ある ４合には、分割納イ才計画の変

更や猶予期虱の延長が認め られるこ とがあり ます。
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Ｉ

１

換価の猶予

申請ができる場合

次の①から⑥に掲げるが件の全てに盜当する場合は、 換価の猶予を受けるこ とができ ます。

なお 、串 詰に よる換価の猶予を受け るこ とが でき る市税は、平成２８年 ４ヂ１１ 日以後に納期限が到来

する市税に限 られます。

①市税を一時に納付す るこ とに より 、事業の継続又は生活の維４４ を鵈難にする おそれが ある こと

（ホ １）

②納税について誠実な意思を有する と認められる こと （ホ ２）

③換価の猶予を受 けよ うと する 市税鑪夕Ｉヽ の市税の滞納がないこと

④納付すべき 市税の納期ほから ６かＪ］ 八内に「換価の猶予申請書」が市にを出 されてい ること

⑤納イ才を鴇難とする金額があること

⑥原ｎｌ」と して 、猶予を受け よう とす る金額に相当 する 杜！イ宋のを供が ある こと （ホ ３）

ホ １「事業 の継続を 困難にす るおそれがあ る」 とは 、事業に不要荐急の資産を 処分する など 、事業経

営の 合Ｊミイヒを 行っ た後 にお いて も、 なお市税 を一 時に 納イ才す るこ とに より 、事業を休止又は廃止

させるおそれがある場合をいいます。

また、「圭活の維持を困難にするおそれか拓る」 とは、市税を一時に納付するこ とにより 、必要

最低限のを活費程度の収入が確保できな くな る場合をいいます。

ホ２ 「納税について誠実な意思 を有する と認 めら れる 」と は、 納税者が その 市税 を優先的 に納付する

意思を有 して いる と市長が認め るこ とが でき るこ とをいい ます。

ホ３ 次の①から③のいずれかに該售する場合には、担ｆｙこをを供するあ要はあ りません。

①猶予を受け る金額（未確定の延滞をを含みます。） が５０万χＷ、下であ る場合

②猶予を受ける期間が ３かＪｌ　ｊス ｌメ９である場合

③担保をを供する こと がで きない特ｙ３ １」 の事情（地方税法によ りキａ保 として提供す るこ とが できる

ご八 万肖 れていろａ聡ｉの 日オ淙Ｆ （＝う９ ページｊ がかいか 万があろ坦含こと とさ れている種類の財産（う９ ページ） がないな ど） 循拓る場合

２　 猶予期間

換価の猶予を受けるこ とができ る期間は、１ 年（ ホ）の範回Ｐりで、申請者の財産やＩＩ又支の状況に応じて、

最もｙく 市税を完納するこ とができ ると嘉め られる期間にＷ、られます。

なお 、換価の猶予 を受 けた市税 は、 原則 とし て猶予期 間中 の各 ｙｘに分割し て翫付す る必要が ありま

す。

ホ換価の猶予を受 けた後、 猶予期間内に完納する こと ができないやむを得ない理勣が ある と認められ

る場合は、肖 初の猶予期間が終了す る前に市に申 請す るこ とに より 、葹初の猶予期間 と合わせて最

長２ 年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる こと があ りま す。
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３　 申請のための書類

換価の猶予の申請をする場合は、次の書類を市に提芭砿て くだ さい。

（１ ）猶予の審査のために必要となる書類

猶予 を受 けよ うと する 金額 （ホ ）が

５０ 万Ｆェｍ、下 の場合

猶予 を受 けよ うと する 金額 （ホ ）が

５０ 万ＰＩを 超え る場合

Ｏ「換価の猶予申請書」

（書 き方 は、 ７～ ９ペ ージ）

Ｏ「財産収支状況書」

（書 き方 は、 １０ ～１ ３ページ）

Ｏ「換価の猶予申請書」

（書 き方 は、 ７～ ９ペ ージ）

Ｏ「財産目録」

（書 き方 は、 １４～１ ７ペ ージ）

Ｏ「収支の明細書」

（書 き方 は、 １８ ～２３ペ ージ）

（２）担保の提供に関する書類

担保を提供する必要かおる場合は、 「担保提供書」や柢慝権の設定のための書類 （手動産等を担保

とする場合） などを提出する必要が あり ますので、詳 しく は市 （税務課）にお尋ねく ださ い。

なお、担保を提供する必要がない場合（⇒３ ペー ジの ホ３ ）に は、 提出 は不要です。

ホ 未確定の延鴉をけ含みません。

４　 提ｉ された申請書等の審を

市では、 必要な書類が榿Ｅ出されている か、 必要な事雍が龍載 されているかを確縦し、換価の猶予の

た八［・ 不嵜焉、 猶予を許亘「する奈額、贄高などの審査を行います。

圃串請書等の補ｉＥ

申請に燕たっ てあ・と なる書類が提鴇さ れていない場合や、書類の笆赦に不備がある場合は、鳬

話等によ り補‾をミをお願いする場合が あり ます。

なお、市から 補ｉＥ通加書が送イ才 された果合において、 袖ｍＪま口書の送付を受けた日 のｔ日か ら装

算して２０日 八Ｆメ９ に補ｉＬこさ れないと きは、猶予の申請をな り下げた もの とみなさ れますので、 ご佐

意く ださ い。

（２）串請｜大ｌ容の審査

市の職員が、 申請者に対して、 申請書や添付書類に記載された内容 （一時に納付する こと により

事業の継続又は生活の維持が雅難と なる 事情の詳細、 財産の状況、 収支の実績‾反び見込み等）につ

いて質問をしたり 、帳簿書類等を確嘉させていただく こと があ ります。

※　 換価の猶予の申請があった場合、又は換価の猶予が許 口Ｔ された場合であっても、その猶予を受け

よう とする市税について督Ｗ状がまだきイ才 されていない とき には、督促状が申請者にきイ才 されます

ので ご了 承く ださ い、

４



５　 猶予が許ｉｌ された場合

換価の猶予が許羆ｆさ れた場合には 、［換価 の猶予許‾僞るｙ害］ が申 請者 に送付さ れま すの で、 その ｌｊ

知害に記載さ れた分割納付計画のと おり に、 猶予を受 けて いる 市税を納付してく ださ い。

なお 、市での審をの結果に より 、① 中獵フｌｋに笆載 された猶予を受け よう とす るを額の一部 につ いて

のみ浙二僞さ れる 蘓合、②猶予 を受 けよ うと する 期默 より も短い猶予期 『萵 によ り許 白Ｔ され る場合、 又は

③申請書に笥載された分割納付計画と異なる内容の分割翕付計画により 許‾ｉＴ される場合があり ます。

この よう な許‾僞に不服が ある場合は、 所定の期間内 に限 り不服中 をて をす るこ とが でき ます。

６　 手許 ｉｉｌと なる 場合

次のいずれかに該售す ると きは、換価の猶予 を許‾僞する こと がで きま せん。

なお、售予の不許‾鳶にンド服があ る場合は、所定の期獸内に 限り ンド服申 立て をするこ とが でき ます。

①猶予の要件 （う ３ページの１ の①～⑥）に該肖 しないと き。

②申 請者 につ いて強制換価手続（ホ １） が開始さ れた とき 、法人で ある 申請者が解散 した とき 、申請

者が市税の滞納処分の執行を免れた と認められる とき などにおいて、猶予を受けよう とする市税

を猶予期笥内に完納するこ とができ ない と蓉められる とき。

③申請者が、 猶予の審査をするために市の職員が行う 質問に対 して回答せず、又は帳簿書類等の検

査を拒み、妨げ、 若し くは忌避 した とき （ホ ２）。

④不燕な 目的で猶予の申請がされた とき 、その他その申請が誠実に されたも のでない とき （ホ ３）。

５

ホ１ 「強制換価手続」 とは、滞納処分、 強制執行、破産手続な どを いい ます。

ホ２ 「帳簿書類等の検‾をを拒み、 妨げ、若 しく は忌きしたと き」 とは、具体的には。售勅や行動で検

‾をを承諾しない４合、検をに障害を与える場合、検‾をの対象から免れる場合などが診肖します。

ホ３ 「申請が誠実にされたものでないと き」 とは、猶予の串請が斎許‾罵又はみなし取下げと なった後

に、 回一の市税について肖度猶予の 申請がさ れた とき （新たな售予診肖 事実 （う２４ ペー ジの１

の①のイ ～ホ）がをじたこ とに より 徴鼈猶予を申請する場合な どを翳き ます。） などがは肖します。



７　 猶予 のＪＩヌ 消し

換価の猶予が許羆［さ れた後に、次のいずれかに該售する こと とな った とき は、 猶予が取 り消 される

二と があ りま す。

なお、猶予の取ｍ しを受けたこ とに不服がある場合は、所定の期間内］ にｍ りふぶ申立てをすること

がで きま す。

①猶予を受け てい る者について 、「 ６ぞ許ｉｉｌ とな る場合」 （＝）５ ペー ジ） の② と覬様の事情があ る場

合で、猶予を受けてい る市税を猪ｉ予期間内 に完納す るこ とが でき ない と混めら れる とき。

②猶予を受けてい る市税を 「換価の猶予許‾罵湎ぷＸ害」 によ り３加さ れた分割納イ才計画の とお りに納イ才
ｌ

しないと き（ ホ）。

③市長からの担保の変‾ｔ等の求めにホ じないと き。

④猶予を受けてい る市税け夕｜ヽに新た に納付すべき こと とな った市税が滞納と なっ たと き（ ホ）。

⑤偽 りその他年ｍな手縦に より 猶予の申請が され、そ の申請にｊＷづき猶予が許‾篤されたこ とが牛｜押］し

たと き。

⑥財まの状況その他の事情の変化に より その猶予 を継続す るこ とが４售でな いと 認め られ ると き。

６

ホ猶予を した とき において予見でき なかった事実 （猶予を受けている者の責めに帰する二 とができな

い事実に限り ます。） が発生した場合な ど、 やむを得ないＪＩ け１ があ る場合を除き ます。

やむを得ないｊｌ Ｆｔｌがある場合には、市 （税務課）へご相談く ださ い。



「換価の猶予串請書」 の書き方

｀鶚予を受け よう とす る金額が ５０ 万ＦＩＩ な下 の場合に は、 ［財監収支状況書］（や１０ページ）を ［換価の猶予 申請書］

に添付して提出する必要があり ます。

售予 を受 けよ うと する金額が５０万 ＦＩ を超える場合には、「財産収支状倪害」 に代 えて 「財産目 録」 （う１４ ペー ジ）

及び 「収支の獸細書」 （＝）１ ８、 １９ ペー ジ） を添付して提出するぬ要が あり ます。

ノ

／

ｙ

／

”ミ ～－χ

受イザ１１

Ｘ

Ｘ
丶

ｙ４

／

／

／
／

換　価

衡　 あ　 わ　　 じ　　 市　長

地方税法第１５条の６第１項の規定にＪ

串
詰
者

納
付

す
べ

き
府
税

住所

所在地

ち
称

氏
ネ

２８

－

Ｚ８

－

Ｕ

〒Ｘ ソ．Ｘ－ ＸＸ ＸＸ

の　 猶　予　 申　 請　書

様

ジ、 下のとおり換価のｍ予を串請

ああ わＣ市○ＯＸ－ｘ －ｘｘ

（べ ４１ ｆｉ べ： ああ わＣ ｉ｀ ムＡ Ｘ－ ｘ－ ｘ　ｘ）

市税 えｉミ棟 瓦を社

べ表 Ｊｋ かな

悦　目
－

４人手牢天社

－

ｌｇ え叉 ４屁

ｉえ１４ ４ｔ

通加書忝号
－

Ｍ－ りＺ ３４り

０１ ２Ｍ ／２り

、り２Ｍ １２り

あ　 右鮮

期りｊ
－

Ｅ

㈲

１

納期限

２８ ・ｊ ・３１

Ｚ８ ・　 ｊ・２

２８ ・　 ８・　１

納付すべき市税のうち、換価の售予を受けようとする金額

市税建設

株式会社

税　額

申瓷年只日

※
市

整
理
欄

受付日付
－

１！理年ｊ１日
一一

備考

５Ｍ ，ａＭ

－

６６ ，０Ｍ

－

６０ ，０Ｍ

４ｊ ａ． Ｍａ

郵便番号、住所（又は所在地） 、ｔ詬番号、 携帯電話

‾汝、びＲ名 （又は名称） を記載し、押印してく ださい。

※申請者が法人である場合は、 その代表者の住所八

び大名を併せて記載してく ださ い。

　

平成 Ｕ年 ８１ り日

延滞

を額

－

を頸

－

を額

を頸

備
－

つ
ー

つ
ー

つ

考

換価の猶予の 申請 をす ると

きに、既に納期が到来してい

るも ので 、未納と なっ ている

市税を全て記載します。

延滞金については、本税の全

額を納付 していないと きは、

「兔額」 と記載し ます。

「備考」 欄に は、 換価の猶予

を受けよ うと する もの にＯ

印を付けます。

「財産収支状茯害」（ ＝＝§１０ペ

ージ）の 「４ 分割納付計画」

欄から転記します。

※猶予を 受け よう とす る金額

が５０万円を超え る場合

には 、「 収支 のり１細 書」 （ギ

１９ ペー ジ） の「 ７分割納

付年 ＪＥ１日 ・び分割納付金

額」 欄の 「納付年 」」 日」欄

Ｒび 「⑤分割納付を額」欄

を転記し ます。

２

－・時に納付す

るこ とに より

事業 の継続ス

は生 活の維持

が・ 難と なる

事情 の詳細

ｊえ 築棟 式を 社か らの 下畿りズａ．ｔｔＪｉｓ　ｔＳ、をびＸ－て いる が、 箪４の

ｊｌ 下げ１に ぷり をよ は４年濃 にｅｔべ６Ｓ まで葆ち １！えで おり 、イま入尢で

ある Ｅ祉弍を社へ の友払も ４れ がち であ る。

Ａえ享年 式を社か らの 人を をす べて 市税 のが湊に 九て た４泰に は、 Ｅ年
－　　　　　　　 一一

太を社に ｊ４ ザる 耄払 がで きず 、キ ４、 ね料 をイま入 れる こと がで きを くタる
＿＿＿＿－　　　　　　 一一一一一一．＿ ．一一一一一．一一一．－

と事 業の ９八 が両 班と なる．

Ｍ
Ｍ

計
刪

年ＪＩ　目 納付金額｀ 納付金額

Ｚ５ ，ＩＵ　Ｒ

－

ｊ５ ，Ｍ Ｏｒｌ］

十え 峰を

年メ１　日 納付金額

平成 Ｚａ 、Ｓ ．３ｊ

平成 Ｚｊ ．９ ．３０

－

ツ・成Ｈ、ｊ ０， ｊｌ

平成 ＺＳ ．１ １． ｊｏ

猶予 期回

：担保
●

□有

ＲＩ無

ａｊ ，ａ Ｍ　 Ｆ９

－

６ｊ ，ａ Ｍ　 Ｐ∃

－

ａｊ ，Ｍ ａ　円

－

１３ ３， Ｕａ　 ＰＩ

年Ｊ１日

平成 ２ＳＪＺ．ｊｊ

一

手成 Ｚ９ ．ｒ 、３ｊ

｜

丶
平成

平成

平成 ２８ 年ａ ｊｌ ノ　 ロカ

担ほ財産のａ細又は

ヽＭりの事情

平成

一

平成

一

席成

一

平成

平成 Ｚ９ 年／ ｊ３ １日 まで

口財産目録

図はオ渥ぼ支

６　 ｙｘ聞

添付 する 書類欄

□效支の 明加害

瓦書　　 口担保関係書類

申請書に添付する 書類 にチ ェッ クを

付け ます。

７

「猶予期 顋の 開始 日」 から

「納付計画の最終 日」 八びそ

の期間を記載 しま す。

※「猶予期間の開始日 」と は、

通常 は申 請書 を提 芭す る日

です。た だし 納付すべき

市税の納期限ぶ前 にこ の申

請書 を提 七す る場合は 、納

付すべき市税の納期隕の翌

日を 「猶予期間の開始 ロ」

とし ます。



』「納４才すべき市税のう ち、 換価の猶予を・けよう とするｔ額」欄
「納付すべき 市税」の合計額か ら「財産収支状況書」 （＝４・ １０ ペー ジ） の「 ２現在納 付ｉｉｌ 能資金額」欄の「現在

納付‾叭能資金額」を差しづ｜ いた金額を記載します。

・猪ｉ予 を受 けよ うと する金額が５０万 Ｆｊ を超 える 場合には、「財産 目録」（う１４ページ）の 「３ 現在納付 ｉｉｌ能資

金額Ｊ瘋で「③ｍ在翕吭‾叭能資を額（①－ ②） 」を差し り｜ いた金額をｋ載し ます。

ヨ「一時に納付す るこ とに より 事業の継続又は生ほの維持がｌ難と なる事情の詳細」欄
市税を一毀に納付する 二と によ り事業の継続又は生恬の貪待が逖難となる事情を、叺体的に笆載します。

《Ｅ載例》

個人事業で運送業を営んでいる が、 取り ｜先 の１ つであっ たＣ株式会社の事業縮／」 ヽの ため 、Ｃ株式会社

との契約が昨年１１１ をも って終了する こと となった。

Ｃ株式会社と のｍ＼は、売上の約３０％ を占 めていたため、資金繰 りが急速に悪化し た。 現在は、事

業に係る 経費や生迄費 を節約す るほ か、 家賃 の安い住居に転居する こと によ り、 ｔ料費等の事業資金や

生活費を捻ｍ している状況であ る。

今ＪＩの人を額ををて市税の納イ才 に充てた場合には、事業資をの支祉だけ でな く、 生抱費の捻ｉ も厳し

くな り、 型咀の維持が ｍ難 とな る。

＼こ」「ｔ目９」欄
猶予 を受 ける に肖 たり 、担保を提供する 必要があ る場合に は［ コ有］に 、担保を提供する 必要がな い場合に は「に

無」 にチ ェッ ク（ Ｓ） を付 けま す。

・　 猶予 を受 けよ うと する 場合には 、原 只｜』と して 祖保 を提供す るこ とが 必要 です。た だし 、次 の①から ③の いず

れか に該 ちす る場合に は、 担保 を提供す る必要は あり ませ んの で、 ［□ 無］ にチ ェッ ク（ ４Ｚ ）を付け ます。

①猶予を受け るを額（未確定の延滞なを含みます。） が５０万 ＦＩヨ八下である場合

②猶予を・け る鴦］翫が３ か大丿八 Ｆり であ る場合

③杜！保を枋Ｅ供する こと ができない特ＳＩ」の事情 （麑方税法に より 祖Ｗ として提供するごとができ るこ とと され

てい る種類の 財産 （＝う９ ペー ジ） がな いな ど） があ る場合

「担保財産の詳細又は提供できない特ＳＩ」 の事情」欄

担保 として提供する財産の種類、散票、 価額‾）攵び所在等を記載 しま す。

※　 上記①叉は②に該 芫す る場合に は、 この鵈に は「－」 と記載し ます。

上笆③に該售する場合には 、そ の拒イ宋 を提供す る二 とが でき ない特別の事情を記載 しま す。

《記載例｜

（不 動産 を担保と して 提供する 場合）

担保

図有

二］無

担保財産の征細又は

を傴できない特蹈の事情

４Ｊ４　：　 土Ｊと、　 Ｊと 目： ｔＪと、　 Ｊ也 おり ＺＱぼ

所有 ４： ここ　 ここ）

所逎 丿七 ；○ こ市ムム ミＶ ＶｌＪＸ －Ｘ －ｘ

８



（保 篆Ｅ大の保証を担保と して提供する 場合）

担保

図有

こ無

担保財産の詳細又は

提供できない特別の事情

保証 人の 氏名 ；○ Ｏ　 ＯＯ

ぼ証人の ｆｉ 所； ○つ市ムムａｖｖりｘ 一ｘ －ｘ

（担保を提供する こと ができない特加の事情がある場合）

担保

二割

回無

担保財産の詳細又は

提供できない特ｙ３１」の事情

れ４ とし て４きで きる 種類 の耐 えを 所有 して いな いた め。

担保として提供で きる財産の種類

地方税法 によ り担双、とし て提供す るこ とが でき るこ とと されてい る種類の財産 は、 次に掲げ る財産で

あり 、こ の中 から なる べく か分の容易な もの で、 価額の変 ｉｌリＪ のおそれが夕 ない もの を選択し てく ださ い。

１国債及び地方債

２市長が確実と認める社債その他の有価証券

３土地

４保険に付した建物、 立木、船舶、 航空機、 自動車‾反び建設機械

５鉄道財団、 工場財団、鉱業財団、 軌道財回、運かＴ財回、漁業財回、 港湾ミ送事業財団、道路交を事

業財χ皿、び観光施設財回

６市長が確実と認める保加ミ大のイ呆を

９



「財産１１又支状２書」の書き方

「財嵬収支状倪害」は、猶予を受け よう とす る金額が ５０ 万Ｆエｌ な下 の場合に 、［換価 の猶予申 請書］又 は「徴収

猶予 申請書」 に添付し て提范す る必要か おり ます。

二二 では、７ ページの記載例の 「換価の猶予申請書」 に添イ才 してそ胝する 「財産Ｕ又叉状茯害」 の記載例を基に、

書き 方を説明 していま す。

串請書を提出する 口を記載して ください。●”ミ＝－－・
／／　　　 ＸＸ

ぐかリＪ ］　　　　　　　　　　財　　産　　収　　支　　状　　疣　　書　　　　　　　／
１住所Ｔ二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 ２ａ 年　 ｔ　 ｊ　 ７／　日
住所

所在地
ああ ゎじ市Ｖｖｘ 一ｘ －ｘ

大名

ち称

市祝建ａ椽大を社

べみ 恥辟 箴　　 あ　 岑粋

｀７ ！ｌａ１ ４ｆｔｙＳＷ ざ旨 ’畠 ・Ｓ Ｓｌ ａＳ ａ鴆 ●Ｓ 鈿● 羞ｌ ａ・ ・Ｓ ・・ ・・ ＩＳ ａ● ●● ・Ｓ ｓＳ Ｓ● ＳＳ 跏・ ＳＳ Ｓ・ ・● ●● ・Ｉ 亀● ・Ｓ Ｓ・ ・・ ａａ ・・ Ｓｌ ｌＳ ＳＳ ａＳ ＳＳ ａＳ Ｓａ ｉｓＳ
ｌ

● 現金 及び 贖お 金等
煩貯金等

の４。を
預貯金等の顛 納｜・」 ・　 ｐｌ能金額 納　　 Ｕ　　 に　　 充　 て　 ら　 れ　 な　　 い　　 事　　情

［１ 現　　　金 ／ Ｍ， Ｕａ円 Ｍ， ＱＭ肖 □ま転資金　 口生ほ費　 口その他

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ａ

●

・

●

自

●

・

Ｉ

Ｓ

○○ぢけ　 八八 耄４

‥一一

ＸＸ ４１ ４ヽ ４　　 八八 瀛４

１４

‥一一

さ座

アひ ．Ｑ Ｍ　 ＦＩ

－

ＩＭ．ＱＭ肖

Ｑ円

－一一

０「１１

図ｌｌ６資金　 口生４９　 口その他
㎜㎜－　 ㎜　　　　　　　　　　㎜

図ｉｌＥ資金　 回生迅喩　 口そのｔ

‥－ 一一一一一一 －　　　　　　一

＼二 の金額は直ちに 納付 に充
ｋｌ　 〃ヴ　 Ｗ　 ｌ　 ｌや〃

棟瓦を社○○　 上４４瓦Ｍ棟 － ＩＭバＭ肖 ／Ｍ，０Ｍ円 □運転資金　 口生活費　 □その他

ａ

ａ

Ｓ

ＩＳ ・・ ａ・ ・ａ ＳＳ Ｓｌ ａｇ ｉａ ＳＳ Ｓａ

現在納ｆヽ」 万能資金額
ａ　　　　 ｌｌ　 ゛｀ ・　 ’’

りひ．ＭＱ円
｜

ドる金額です。Ｓ

。３ 今後 の平 均的 な収 入Ｒ び支 ａｊ の・ ｉき 金Ｓ （ｊ Ｓ）　　　　　 ・。 ４　 ＱＩＩＳ やｔ 計画

見　 恚　 金　頡

－

：レり 分割納イヽ」 金額 備考に／／ド
け丁 売し 給与 、報酬

＿　　　　　　　　　 ．＿＿

その 他Ｊ　　　　　 ｀ｌｊ

７． ５Ｊ Ｑ， りａ Ｏ円

ａ

ａ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

・

ｌ

即

ｌ

・

・

●

・

●

ｌ

・

●

Ｓ

８Ｊｊ ｊ５ ．Ｑ ＱＱ ＦＩ

效

人

３Ｐｊ ９ＪＩ ６５ ，Ｑ Ｑり円 自お 耒４えの 納Ｑ （Ｚ Ｑ， ＭＭ ）の ため。

円 １（リ１ ８ｊ ，０ ０り円

ぶ　　 収　　 人　　 合　　狄 ／． ５３ ０， ａ０ ０ＦＩ 口Ｊｊ

１２ Ｊ」

／Ｊ ｊ， ００ り円

２ｊ 、り Ｑり円

貸ｆｔを の同 社に よる 入を （５ Ｑ， ＷＭ ）の ため。

ｉｊ之叉 ４ｉｔ４ ３Ｍ ｔめ Ｑ（ ６Ｑ．ＵＱａｊ　ｓ　ｋめ。

ｇ

「換価の 猶予

支

出

仕入 ７６ Ｑ． Ｑり りＰＩ 申請書」 （や７
八－こツヘｒＴヽ、「 ｌｆｂ

給与、役ｉ４給与 ４２ ひ． りＱ Ｇド１Ｅレ Ｓ　Ｓ，　Ｑ６ り十 え曄 ｔＦヨ

ザゾ犬豚廣嶌 ７０ ．ａ ＱＯ円 ｊ
ｋ

ドヨ

諸経費 ／り む， り６ ０円 ／ｊ トｌｊ

借入低済 タ５ ，Ｑ ＱＱ円
一一

ＰＩ

八

一一　－

Ｒ

ＰＩ

一一‥一一

円

－・一一

Ｐヨ ＪＩ ＦＩ

生．ｇ費（扶ｊｌ親族　　　 人） Ｐヨ Ｊｊ ９

②　　 え　　 皀　　 合　　鴃 ／， ４４ ５． ＱＱ Ｑド１ 【・ ぢ】

③納 ィヽｊ・ＩＪ 能ま 準額

・　　 ①　　 －　　 ②　　）
８５ ．ａ ＱＱ ドヨ

「

：５　ｇＳ゛９ °ｒＭ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ
・（１） 売掛金・貸付を等の状ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾へ
ｉ

●

ｌ

売　　 掛　　 先　　 等　　 の　　 １　　 珎　　 ・　　 ぼ　　所 売　 掛金 等　 の額 回収 予定日 種類 回　 収　 方　法

＼○○ 市ム ムぢ Ｘ－ Ｘ－Ｘ ５Ｑ Ｑ． ＱＱ Ｑ　円 罕ぼ２８ 』・ Ｚｊ をぉト４ヽ Ｓ１きみ［４　１Ａ え築 棟瓦を社
１　　丿

○○す八八ＷＪＸ －Ｘ －Ｘ　　　　 ｌ　ａ　Ｑ、 ＱＱ Ｑ　Ｉ 平４２１ ・９　 １６ ４ぉト４ヽ 小り手有限を社○○ェ４４

４弍 を社 ＸＸ ホーム ○○案ムムぢＸ－ Ｘ－Ｘ ｊ０　．０ ０Ｑ　円 孚ａＺａ 一い－１Ｓ 貸付を たを

（２〉そ の他の財産の４犬Ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

タ動産等 叉村 １き ４陶 土Ｊ也（○○市八八・ＩＸ Ｘ） 国債・株式等 ム△ 棟瓦を社 （岡 ４を社）　 ふ上 ４棟 瓦｜棟 ＼車　　両
業４ｉ車佝Ｘそｉ

（ミ ニバ ン、 ムム３お あＤＣＣＯ・ 、ロ ーシ タ）

その他

（保険等）
○○生命ｆｆ

（３）ｆｉｉ入を・ｉ褂をの状ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

借　 入　 先　 等　 の　 名　弥 借入 金等 のき額 １額 返済額
が済終了（支払）

年ｊ

追加

の可

入

１
担　 保　 提　 供　 財　 産　等

＼ＯＯ リース ８Ｍ．０Ｍ　Ｐヨ １５ ，Ｑ ＱＱ　Ｆ９ 平成 ｊ３ 年３１ ｉＪ （］こ）

Ｏ０４け八八 支４ ヲ， ６Ｍ，ａＭ円 お， ＱＯＱ円 萍覬Ｕ年 ｊｊ 可・（ヱ） 叉軻１き ４４まｊと（つ○市△ム●７ｘ ｘ）

ｌコ ｌｎ ・ｌ ・ｊ ｊｌ ａａ ａ・ ａａ ｉａ ｇｏ ｌＳ Ｓｊ ａａ ・・ ・ａ ・・ ｊ・ Ｓａ ａｌ ｌｉ ・・ ・ａ ａｇ ａａ ・・ ・２ ・・ Ｓ・ ・Ｓ ＳＩ ｌｌ ｌｌ ａ□ 劼・ ・□ ・・ ａｌ ・・ Ｓｌ ｎＳ ｌａ Ｑ・ ・・ ｊｌ ａｇ ａａ ＳＪｊ

「③納付亘「能先準額 （①－②）」 に記載した金額を笆飯します。 ただ し、 臨時的な牡入又はす允怙拓る１ において、
納付 ‾罵能基準額 より も増額ス は減額し た金額に より 納付する 場合 には、そ の増額又 は減額し た金額を 記載 しま す。

ぞ各欄に記載 しき れない場合は、適宜の鴇綴に記載して提出してく ださ いっ

１０



」「 ２Ｅ脱在納イ才ｉｌ能資金額」欄
この欄では、 申請書を提芭する 日現在におい て、 直ち に納付す るこ とができ る金額を計算 しま す。

ｍ　　　　　　 （ｉ）　　　 ③　　　　 ①　　　　　　　　　　 （ち）

現今 八び 預貯 金等
頂貯奈等

の種類
隕貯金等の額 納イヽＤｒ能金額 納　　 イ．ｊ　　 に　　 充　　 て　　 ら　　 れ　　 な　　 い　　 事　　 ぢｊ

現　　　金 ノ ＭバＭ口 Ｍ， Ｍひ ＰＩ □ミ転資奈　　口生活教　□その他　＼　　　　　　　　　　　　　　　　入
○○ ぢけ　　 八八 Ａ４ １４ ７り 、りＭ円 り円 ２蓙転資蜃　　口生圦費　口そのせ　＼　　　　　　　　　　　　　　　　入

Ｘｘ ａ４ｌｔ ４　　 ムム 浅４ ち座 □り ，Ｍ Ｇ円 Ｏ　 ＦＩ 図ぽ転資を　　回生活費　口そのざ　＼　　　　　　　　　　　　　　　　入
株式を社○○　 上４株弍ｊＧ株 － ＩＭ ，０ Ｍ　Ｒ ＩＭ ，Ｍ りＰヨ 口運転資金　　回生恬費　口その他　＼　　　　　　　　　　　　　　　　｜

⑤ 現在納付 ‾珮能資金額 ＩＭ ，Ｍ Ｏ　 Ｐヨ

①［現兔葱、び預貯奈等］ 欄に 、申請書を提ｍす る日 現在の預貯金等が ある を融機関・の佑称 ・支き名 、上場株式

などの売却が容易な財ぼの名称 ・数量を記載 しま す。

②「預貯を等の穐類」 欄に は、 預貯をについ て、 普盍、肖 座、 定期、お蓄等の種類を記載 しま す。

③「預貯金等 の額」欄 には 、申 請書 をを出す る日 現在 の自 宅や事務所等 には管し てい る手持ち 現金の金額刄、び預

貯金等の金額を記載します。

④「納叭‾僞荒な額」 欄に は、 納イ才するこ とができ る金額を笥載 しま す。

⑤「納付に充てら れない事情」 欄に は、 預貯を等の額のう ち、 納付でき ない事情かお る４合に、亶、て はま る事情

にチェッ ク（４Ｚ）を付けます。

［口 運転資金］に は、 申請書を提芭する 日か らおおむね１ か１ ぷＦ大］ （孤下［計算期間 ］と いい ます。） （ホ）

の事業に係る支ｍ （下髱［１］ ロ①）に充て る必要がある とき にチェッ クをイ才 けます。

「回 生迅費」 には、納税者が個人である場合で、 計算期間 （ホ ）に支芭する 生活費（下お 回口 ②） に荳てる

必要 があ ると きに チェ ック を付 けま す。

「ロ その他」 にチェッ クをイ才 けた場合には、そ の事禁を 〔　　　　　〕牡こ具体ｍこ笆載し ます。

ホ申請書ををｉする日 から １か匹｝、内において、縦も資金手当てがあ要になる 日までの期獸とするこ と力罔
でき ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ

なお 、癲税考が鼈入な どの状況 によ り、 計算加１ 回を加え る期 獸の ため に資金手 嵳、てを して おかなければｉ
事業の継続又は生きの維持がｍ難と なる とき は、 その所要資金の額もが象とする こと ができます。　　　　！

⑥「祖在納付‾僞能資を額」欄には、「納付」］‘能金額」欄の合計額を箇載します。

［現在納付‾僞能資金額］ 欄の金額は、 直ちに納付に充て るこ とができ る金額である ため、できる だけ速やかに

納付して くだ さい。

なお、

※納イ才の手続については、５ ページを ご覧 くだ さい。

てし〕「 ３今後の平均的な収入及び支出の見込金額（ ＪＥＩ額）」欄
猶予期間中におけ るＪ］単位の平均的な収入‾反び支ｍの見ｊき奈額を趾載 します。

この欄で計算 した 「③納付‾罵能ぷ準額 （① －②）」 を基に「 ４分割納付計画」 欄を裝載 しま す。

イ「収入」欄

売上収入その他の経常的な収入を全て記載します。

（納税者が個人の４合には、給かＩＩ又入や報恒髱含めて記載 しま す。）

ロ「支ｉ」欄

①事業に係る支芭

仕入、給ぢ・ 役員給与 （人件費）、 家賃等、 諸経費、 借入京済その他の支出を記載します。

なお、こ れら の支ｍは、事業の継続のた めに真に必要 と認めら れる もの に索 られ るた め。 例え ば、 次に掲げ

るよ うなものは認められないこ とに留意して ください。

・不要ンド急の財産の取得のための支出。

・鋼索の定めのない債務の弁済のための支ｍ。
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②生迅費 （納役者が個人の場合のみ）

納税者戮、び納税者と 生計を一にする倪弧慝その他の親族の生俎費 として、 次のＡ又はＢ のいずれかの方隹

によ り計算した金額を記載 しま す。

なお、納税者 と生計を一にする髱鸚者そ の他の親族の 中に生活費を負担 して いる 人がいる 場合には、その

人の負担額を報のＡ又はＢ のいずれかの方隹によ り計算した金額か ら減算し ます。

Ａ　 納税者‾）攵び納敖者と生計を一にする髱弧寺その他の親族の生迅費と して、⑦納粧者本人につき １００， ０００

円、 ⑤を計を 一にする 倪参差そ の他の親族１ 人に つき ４５ ，０００ 口、 ○手取り 額（ ホ） から ⑦Ｒび⑤を差し

ち＼いたを額の１００ 分の ２０ に相 慝するを額（又は⑦Ｒび亘の合計額の２ 倍に相售する額のいずれか爆ない

金額）の合計額（八下 「基準額」と いいます。）。

なお、納税者‾ル、び納税者と 生計を一にする髱偶寺その他の親族の年齢、 所有資産、健康状態な どの事情を

勘案 して 、養育費、教育費、治療費など生迅の維持のために必要不 ‾可欠な支胝として、 基準額を超え る金額

の生恬費を見えむ必要かお る場合に は、 必要最低限の所要資金の額を基準額に加算する二 とが でき ます。

ホ「手取 り額」と は、 給与所得者については、直近の １かＪ］ 分の給与収人から獸泉所得税、 地力税‾瓦び１

社会保険れ等 を控はし たを額、 吼人事皿‾ｋび不動藍所得考の うち 青を 申肖考に つい ては 、藍近の年１

黛の確定 申告 にお ける 青を申喘決算 書に おけ る青き申 告特 ｙ３ １」 控翳前の所得金額、白 恆申 告考 につ いてｉ
１

は、 直近 の年分の確定 申告 にお ける 収支 氈］訳書 にお ける 専従者控除前の所得金額に相售する 計算期回ｉ
１

にお ける 額を いい ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
｜

なお、複数の所得があ る場合は、それぞれの所得を額につ いて計算 した額の合計です。　　　　　　１

Ｂ　 実際に支払っ た食費、 家賃、水道光熱費などのを額を具体的に把捉 して いる 場合 は、 それ らのを額のう

ち、 生迅費と してＪ常む蒭と嘉められるを額を積算した金額。

《【備考】欄の記載例》（Ａの方法によ り計算した場合）

（給与效大（手な り額）： ３５ 万口ヨ、 ４大家族 （翕税者本人、妻、子 ２人）の乗合）

納税者は、妻八び子２ 人を扶養 して いる が、 妻に はパート によ る給与収入が 大１ ５万 ド］ 程度 ある。

また 、納税者 は、 病気のた め定期的 に病院へ洫院 して おり 、Ｊ］に １５ ，０００　Ｆ］ 程度 のＫ療費 を支払って

いる。

１００， ０００　ＦＩ④　 十（４５，０００ ［ｌ］ｘ ３人）⑩　　 ＝２３５，０００　ＦＩ］（ａ）
（Ｍ税者本人 の生な費）（納ＩＱ者 と生 Ｂ十 を一 にす る親族の 生ａ 費）

２３ ５， ０００　ＦＤ （ａ）十 ｛［ ３５０， ０００　Ｆ］ －２３５ ，０００ 円（ａ） ）ｘ　２０／１ ００　｝０ ＝２５８ ，０００ ［Ｉ］
（手 なり 額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （基 準額）

２５８，０００トＩ］ 十　１５，０００ ［ｌｊ　　　５０，０００　Ｐ１　　　　　２２氛０００ ト１１
（・ 準額）　　　　 （Ｅ 療費 ）　　　 （・ のね ぢｑ又入 ）　　　　 （生 き９）

生恬費を Ａの方法 によ り計算し か場合に は、 上Ｒの耻載例 のよ うに 、基準額 を求 める 計算式の ほか、基

拳額に加算又は減算す るも のが ある 場台にそ のミ畆を 【備考】 欄に亙載 しま す。 Ｂの ｊ＝ｊ法によ り計算した

場合 には 、そ のＭ算し た食費、 家賃、水道光熱費 など の金額の ＮＷ、を 【備 考】 欄に れイ本侑に包載し ます。

ユ」 「４ 分割納付計画」欄
この欄には、 「３ 今後の平均白そ」な収入：ａび支ｉのＪｌｉ！ｔ額（Ｊｉ 額） 」欄の「③納イ才‾僞能ぷ準額 （①－②）」 をぷに

具体的な納付計画を記載します。こ の欄にＲ載しか納付計画は、申請書 （う ７ページ）の 「納付計画」 欄に転記し

ます。

イ「ＪＥＩ」欄

猶予期間中の兔てのＪＩを足載します。

ロ「分割納付金額」欄

き予ｍへ申の俗ｙｘにおける納イ才奈額は、 Ｆ３ や後のｌｌｔタＪ 自り なｊ４又入ａび支ｉのｊｌｉ１・額 （ＪＩ額）Ｊ 戛の ［③納

付ｊ４］‘能ぷ準額（①－ ②） 」に妣載 したを額 とします。ただし、ＷＡ的な収入又は支鴇が ある 天１ において 、納イ才

ｊｊＴ能基準額よ りも増額又は減額 した金額によ り納付する場合に は、 その増額又は減額 した金額を記載します
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１丶　　「備考」■

「分割納付金額」 欄の金額を納付無ｆ能基準額よ りも増額又は減額した金額としているＪ］について、 その増額又

は減額し九万け｜ を兄載します。

《Ｅ載例》

（臨Ｅ４的な収入）

不動産の売却によ る収入（ＯＣ Ｆヨ ）のため。

借入によ る入金（ＯＣ ［Ｉ］） のた め。

貸イ才をの回ｊ４又に よる 人な （Ｏ Ｏ［Ｉ］ ）のため。

（臨時的な支ｔ）

製造鴇機械の買替えに よる 支七 （こ）こ）ト９） のた め。

家屋の修鶏費 （つ つ口）の支芭のた め。

○○税の納付 （（つつ円） のため。

啗「 ５財産等の状２」欄
イ「（１ ）売掛金 ・貸付金等の状況」欄

売掛を・ 貸イ才ノｋ等について 、売掛先等の佑で聡、 住所。金額、 回収予定 日（千聡の場合は支払期日 ）、 種類‾反び

回収方法を笆載します。
①　　　 （勁

売　　 掛　　 先　　 等　　 の　　 名　　 称　　 ・　 住　　所 売　 掛　 金　 等　 の　額 回収予定日 種類 回　 效　 方　法

Ａえ 築株 式を社 ○○ 市八 八ぢ Ｘ－ Ｘ－Ｘ ５り り， Ｑり り　 ＦＩ 平成２ｇ Ｊ・ ２５ をぉトを ね１きみ

有限 を社 つつ 工砺た ○○ 市ム ムぢ Ｘ－ Ｘ－Ｘ

ＯＯ 市八八ち Ｘ－ Ｘ－Ｘ

１ど Ｑ， りり り　 Ｆヨ 平成Ｚ卜 りＭ をぉ卜ノｋ

－‥－

貸ィ才ｔ

小り手

棟瓦 を社 ＸＸ ホーム ５り ，Ｑ ＱＱ　円 平成ＺＦ ロ・ Ｚｊ 琥．を

①

②

「種類」 欄には、 売掛金、 貸イ才金、未収金等の種類を記載します。

「回収方法」 欄には、 現金、振迅み、手形、 ／」ヽ切手等の回収方法を記載 しま す。

ロ「（２）その他の財産の状況」欄

不動 産、 国債 ・株式等 の有価篏券蓼、び車両など 、所有し てい る財産の種類、数量、 所在竟等 を笆載し ます。

また 、「その他（保険等） 」欄には、敷台、 保証を、 保険等の財産 を記載し ます。

なお、速やかに売却して納付に充て るこ とが でき るも のと して 、［Ｉ］ 「２　ＥＩ在納やｔ ｉｌ能資金額」欄に記赦した

財産 につ いて は、 この欄に 記載する 必要 はあ りま せん。

不動 産等 叉村 １き ４４１土 丿色 （つつ市ムム ぢＸ Ｘ） 国債 ・株式等 八八４式を社 （ｌｊｑ ４を社）　 氷上 ４椽 大／椽

車　　両
ｔ４ 用車 ヽ蜀 ／台

（ミ ニバ ン、 ムム ３３ りあ つつ じ） の、 ロー ンｔ）
そ　の他

（Ｒ Ｒ等）
ＯＯ ｉ今保険

ハ　　「（３） 借入金一 回掛金の状況」欄

借入先等の名 称、 借入総額、ヂ１額返済額、 返謳終了 （支払） 年犬ｊ、 追加借入の‾白丁否八び担保を供財産等を記載

尚ｊ｀７ °　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①　　　　　 ②　　　　 ③　　　　　　④

借　 入　 先　 等　 の　 佑　称 借入金等 の金額 ｊｌ 額返 済額
ミ済終了 （支払）

年Ｊｉ

追加借入

の石Ｔ否
担　 保　 提　 き　 只オ　 産　等

○○ リース ８Ｍ ，り Ｍ　 Ｐニ３ ／５ ，Ｍ Ｑ　 ト９ 平成 ｊ３年３１ こ（呈）

Ｏ０ ４け ムム 攴４ タ， ６Ｍ ，Ｑ Ｍ　 Ｐヨ Ｍ， ＱＭ　 Ｐミ 手放 ｊ８年ジ１ ミ（］兄） 叉ね ｌき ４用 土丿七（ ＣＧ 市ム ムぢ ｘｘ）

①［ｙｘ額返済額］欄には、毎ＪＩ の平ね白ＩＪ な返済額を記載します。

②「返済終了 ［］艾払）年」］ 」欄には、借入をの返済が終了する、又は買掛奈等を支払 う年Ｊ］ を記載します。

③「追加借入 の‾僞否」瘋には 、き人の搾が戮つてい るな ど、 追加借入がで きる 場合 は［ ‾僞］に 、で きな い場合は

［否］にＯ印を付けます。

④「担保を供財荒等」 欄に は、 借入等の ため に柢 范権 を鼈定し てい るも のな ど、 担保 とし て提供し てい る財産等

を記載します。
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この金額は

直ちに納付

に充てるこ

とが できる

金額です。

「財産目 録」 の書き方

Ｆ財産目 録」 は、 猶予を受 けよ うと する 金額が５０万 Ｆｌｌを超え る場合に 「換価の猶予 申請書」 叉は 「徴収猶予申

請書」に添付 して提出する必要があ ります。

ヘベ

・１
１

Ｊタ」：
ｊＳ

ｌ　　　　ｊ

ｘ　　　／
Ｘ　　　／

Ｗ－－〃”が

１住所・ Ｒ；ホ等

財 産

１

２

３

４

５

目

申請書をを皀する 日を逖載 して くだ さい。

覧　 １　　１
平成 ２ａ　年　 ６　 ｙへ　 ／５　ロ

宣．　所

所在地
ああ ゎじ市ワワＸ －Ｘ －Ｘ

氏　ぷ

名　袮

市税 定子 工業株式を社

べ４ Ｊ１・ｔ 糾侃　　 あ　 ｊ；鮮

２財産の状況
・Ｓ ・・ ・・ ＳＳ ＳＳ ＳＳ 自Ｓ ＳＳ ＳＳ ａＳ ＳＳ ａ・ Ｓ朧 ・Ｓ ＩＳ ＳＳ ■・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ｌ・ ・・ ＳＳ ＳＩ Ｓａ ｌｌ ・■ ａ・ ・・ ｌ・ ・・ ＳＳ ■Ｓ ＳＳ Ｓａ ・・ ・Ｓ Ｓ・ ・Ｓ ・・ Ｓ・ ・Ｉ ＩＳ ＩＳ Ｓ・ ・Ｓ ・・ｆ

（１ ）贖貯ｔ Ｓの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

を融機関 等の 名称

手持ち現金
一一　－－－－－・－－－－－－－－－‥－－－

Ａ４ １１ ００ ｊ、４

Ａ４け〇〇４．４

現を
…一一一一一一

そ４
一

考座

売　　 掛　　 先　　 等　　 の　　 名　　称

Ａ機Ｓ４ 式を社

４弍を袒 ８ｔ ｌエ拿
㎜　 ㎜　　　 ㎜㎜　 ㎜　　 －－ｌ

Ｃ精 密工 業株 にを ｉ１
一一

Ｄエ レク ．ト ロニ クス 株式 を社

財

国仏 ・株 八等

不　 勤　 産　等

胥． 両

そ　 の　 他　 財　 弯．

（敷金、 ぼ証金、 保険等）

産

預貯 金等 の額

５０ ａ， ａＱ ＯＦＩ］
－㎜－㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜－一一’－－・

１５ ０、 ａＱ ＯＦ１

５０ ６． ａＱ ６Ｆ１１

住　　所

神丿 市○ Ｏａ 八八ち

白白市ムムぢ
－

ＯＯ 市八 八む

○○ 市ム ムむ

の

瓦を 社○ ○　 上４ 棟瓦 ＺＭ棟

金融機関 節の 佑称

８ａ ・１ ４ヽ４ムム友４ き座
－－一一一一

頂　 貯　 な　 馬　 合　 Ｓ十 （Ａ）

種類
－

をお卜ｔ
一一

をお卜ｔ
－一一一

をお卜を
一一

貸ｆｔｔ

回収 予定日

串成２ａ ・７ ・Ｍ

平成２Ｆ ７・ ｊｊ
－

平成２Ｆ ７・ ２ｊ

平成 ＺＩ りＺ ・２ａ

回収 方法
－

ね１きみ

手形
－

４たみ
ー

ね１きみ

種

エ４ の土Ｊと ヽえね（ ４夕 市○ｏａ ムムちＸ －Ｘ －Ｘ）

事業 ４１ 車・ ３台

■業所歡をい ，ａ Ｍ， ＭＯ 円卜 ＯＯ ｉ今４隋．

４４ １１ ００ ｊ、 ４（ 定Ｓ Ｓｔ ６０ ，０ Ｍ）

類

①

預貯 金等 の額

１５ ａ， ０Ｑ ＱＰＩ

３Ｑ ０， ０６０

円
－

Ｆ９

売掛 金等 の顫

ｊ， ８Ｑ Ｑ， ａ０ ６円
一一一

ｊ， ２ａ ａ， Ｑ０ ６Ｐ∃
一一一一一一一一一‥一一

ｊ， ５ａ Ｑ， ００ ６円
－一一

２ａ Ｑ， ａＱ ＯＰヨ

袒｛縦等
－

□

図

□

図

合計（Ｂ）

直ち にＭ付；こ

１てられろ金Ｓ

２ａ ａ， ６Ｑ ６円

ＱＰヨ

Ｑ円

ＱＰヨ

２０ む， ６Ｑ Ｏ円

担　 保　 提　 供　 財　 ま　等

エ４ のよ ｊ１ ・Ｊｔ９、定ＳＳＩヽ

③・ ｔＥ 納イ才５ｌｔ ｎｔ額（①－ ②）

５Ｑ ６． ａＱａ

・・ Ｉ● ａａ ａｘ ｌ・ ＩＳ Ｉｌ ａ・ ・・ ・・ ・・ ・ｇ ｌａ ｌａ ｌｌ ａ・ ・・ ・Ｓ ・・ Ｓｌ ｌＳ Ｉ・ ・ａ

（４）借入金一回掛金の状況

借　人　 先　 等　の　 名　ル

Ａおけ○○流４

８イＳ４ｊ４ヽ４ 八八 よ４

借入金等の金額

ＸＳ，Ｍ ６， ０Ｍ　Ｆ９
一一一

Ｊ， ａｏ ａ， ０６ ０円

円

３ 現在 納付 可能 資４額　　　　　　厂－
①Ｉ Ｊｉ ｉな金９ ぐ（ Ａ） 十（ Ｂ））

１， ５Ｑ Ｑ． ＱＯ ａ　 ＰＩ

「② 旭をのごがたを頷」のりお

支
一

見
ぷ

項　　日
－

事業 支七

生ほ費
（自大の場合のみ）

収入 見込

（支けｉ 見５ム） －（収人見ふ）（ Ｃ）

ｙｘ 頷返 済顛

ｊｊ ０， ＱＱ Ｑ　円

ＩＭ ，Ｍａ Ｐヨ
ー

円

返済 め了 （支 払）

年ＪＩ

平１戉３ Ｚ年 ３ＪＩ
＿＿

平成 ２９ 年ｊｌ
一

手成　 年　ｊ

②も亙のらＳＷを顛（ （Ｃ））

／， ａａ Ｑ， ＱＱ Ｑ［气

追加借入

べ

ｉい鬯
－

・ｉｌ　 ・　否

ｊ， ｊＷ ，ＱＭ

４， ｊＭ ，ＭＱ

０６ ０． ａ６Ｇ

イま 人ぺ４ヽ １， ＳＵ，ａ ＵＭＩ十 たふａｊ り， Ｍ６ １１ｊ十 侃４ ｊｌ ふ６ｊａ ，ａ ＭＩ 十エ４ｇｇ吏 ｊ， Ｍａ ，６ ＭＲｊ

十僵 入４ヽｉａ疆 ４Ｍ ，Ｍ Ｏ円 ＋４ ｊｌ 吏３ ４８ ，０ Ｍｌｊｌ 十ｉｌを ４険 粁１ ２Ｑ ２． ＭＯ ＭＩ

工 棟瓦を社 （○○市ムム ・Ｊ

スになった場合はＯ「９

　（堡
）当 面の必要資金額（ （○ ）Ｊ 獵に転記 しま す。

一一　　 一一一一一一一一　……一一

※各欄に 記載 しき れ、 欸い場合 には 、適宜の 用紙 に記載し て提 ｍし てく ださ い。
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「２　 財産の状２」欄

この欄に は、 申請書をを出する 日祖在におけ る財産の状況を兄載します。

□ 「（ １） 預貯金等の状況」欄

①申請書を提出す る日 現在の、 自宅や事務所等に保管 している手持ち現金の額を龍載 します。

②預貯金等については、を融機関等の佑称‾珍、び支店名 、預貯金等の種類のＭＩ」 （普通、 当、座、 定期、貯蓄な ど）

‾反びそのを額を記載 します。

③手れち現硲攷び預む金等の額の合計を 「預貯を等合計（ Ａ） 」欄に龍載し ます。

ｉ　 預貯奈等のう ち、 借入の担保になっ てい るも のについては、「（３）その他の財産の状２」欄の「その他財産」

欄に記載します。

図「（２）売掛金 ・貸４才金等の状況」欄
売掛金・ 貸付を等について、売掛先等の佑称、住所、 種類、回ＩＩ叉手定日 （手形の場合は支払期 日） 、回収力法（現

金、 振迅み、 手形、小切手等） 、金額をそれぞれの欄に記載します。、ｔＭＪさ乃、干翦夕、／」｀ｙＪ干そノ、 ｊＺ徇がとてｆしてｉ し（ノバ１獸に自［コ執し より 。ジ）　　　　 （４）
売　　 掛　　 先　　 等　　 の　　 名　　 称　　 ・　　 住　　所

マ

種類 回収 予定日

〃

回収方法 売掛 金等 の額

Ａ機器株 式を社 神丿 市つ Ｃ） ａ八 八ぢ をぉトｔ 平成 Ｚ卜 フリＱ 詠たみ ７， ８り り． りり Ｑ［９

株式 を社 ８ｔ 子工業 ＯＯ市八八丗Ｊ
－’ －ＲＲ　　　　 一一一’－　 一一　　　　　－

○○市ムムぢ

をぉト４ヽ 平成 ２ド アリ５
－㎜㎜㎜　　　 ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜

陽成２ト フ・ ２ｊ

手お ／， ２０ Ｑ． りり ＱＦ∃
一一一一　　　　　 －　　　 ‥－

／， ５Ｑ り， りり Ｑ『９Ｃれ き工 業棟 瓦を社 をぉ卜ｔ 詠たみ

Ｄエ レク トロ ニク ス株 式を社 ○○市ムムち 貸ィｔｔ ネ攷Ｕ・ ／２ ・２む 採１とみ
－

２Ｑ Ｑ． りり Ｑ　 ＦＪヨ

①

②

「種類」 欄に は、 売掛金、 貸付を、 未效金等の種類を髱裁 しま す。

［回Ｕ又方法］欄には、現金、 振込み、 手が、小切手等の回収方法を笆裁します。

回「（３）その他の財産の状況」欄

①国債・ 株式等の 有価ｋ券 、万動産等、 車両 など所有 して いる 財産 をそ れぞれの欄ご とに 具体的に髱載 しま す。

また 、「その他財産」 欄に は、 敷金、保篏金、保険等のほ か、 預貯金等のう ち、 借入の担保に なっ てい るもの

を髱載し ます。た だし 、ロ］「圃預貯金等の状２」欄に笆載した財産は、龍載す るぬ要はあり ません。

②「担保等」 欄に は、 篦載 しか財産に柢 亶、権等の担保権俗歌定さ れて いる 場合にチ ェッ ク（ｉＺ）を付け ます。

③「直ちに納付に充て られるを額」 欄に は、 記載 した財産のう ち、 現金化するこ とが容易で、 直ち に納付に充

１５

ＪＩ （３）そのやのｌｌオ苞．のへ犬況」飛

財

口口 債・ 株式等

不　 勣　　 生　等

車

そ

両

の　 他　 財　産

産　　　　　　　　　の

棟瓦 を社 ○○　 上４ 棟瓦 ＺＭ棟

稽Ｘ

エ４ の土 ｊ！；・ ｊｔ Ｓ（ 神７｀市ＯＯ ａム ムｓＪＸ －ｘ －ｘ）

事業 ４１ 車，ｉｉ ３台

ｔ業そ歡をい ，Ｍ ０， ０Ｍ ｉ） ，○Ｏｉ キ４ ４、

Ａ４ １１ ００ Ａ４ （え期９ ４ヽ ４Ｍ ，０ Ｍ円）

類 担保等
－

□

［‾乙

□

回

合計 （Ｂ）

直．ちに纎付に

充てられる金額

２６ ａ． Ｑり６

り

り

り

２り り， Ｑりり

金融 瓶関 等の 名ち

手持ち現金

こ

Ｍり予つつ瀛４
－

Ａお け○ ○友戉

預貯金等

現全
一

１通
－

ち座

預貯 金等 の額

５り Ｑ， りり ａＰ∃
－

／５ り， りり りＰヨ

５り り， ＱＱ ａ口

金融 磯回 等の 名影

皿

８イｔ　４１ ４ヽ ４ム ム戻４

預貯金等

の種類
－

ち座

預　 貯　 金　 等　 合　 計　 （Ａ）

預貯 金等 の額

－

１、５ａ ．０ ６６

３０ ａ． ａ６６



てられる財嵬の金額を笆載 し、 その合計俎箙を「合計 （Ｂ ）］ 欄に笆載 しま す。

「（４借入金 ・買掛金の状況）欄

（う １３ ページ「 ５財産等の状況」 欄のハ「（３）惜入金 ・買掛金の状況」 欄を ご覧 くすこさ い。）

「３ 現在納付ｉ：「能資金額」欄

「①芭座資■ａ（ （Ａ ）十 （Ｂ ）） Ｊ９

次の金額の合計額を記載します。

（イ）［］］ ［（ １） 預貯金等の状ｊＲ」欄の「預貯金等合計 （Ａ ）」 欄のを額

（ロ ）［ｌ］ （く３） その他の財産の状２」 欄の 「合計（ Ｂ） 」欄のを額

口「②当・の心Ｓ資金ａ（ （Ｃ ）） 」欄

次の に②售翁の昌が貴俎額」の鸚容」欄において計算 した金額を記載します。

項　　目 金　　額 内　　容

支

出

見

込

事業支岔 ｊ， ｊＱ Ｑバ）Ｍ Ｆ９
ィま 入べを１ ，ｊ Ｍ， ＱＭ 円十 ｊ１ふＵり， ＭＧ 円十 ａ八 ｊ１ ふ６Ｅ， ０Ｍ 肖十 工４袗４ 吏／ ，ｊ Ｍ， Ｍりｉ

十鴆 入を １１ 疆４ Ｍ， Ｍひ 円十 講社　ｔｌａ， ０Ｍ 肖十 秘を ぼ４ 料苓 ２Ｑ ２， ＱＭ肖

生活費

（個人の場合のみ）
円

【大末簇親族　　 人】

収人見え ４， ｊＭ ，Ｑ Ｍｍ

事業４入 （恥 ｊｌ 光３ 社か らの をおトを 囘４ｊｌ）

り桟Ｓ棟 瓦を 社（ ４夕 市Ｃ Ｃｇ 八八 り） ・棟 瓦を 社８ ｔ手 工す （Ｃ：） Ｃ市 ムム ち）

べれ き工 業株 式を社に）こ 市ム ムり）

（支 出え え） －（収入 見迅）（ Ｃ） ／， Ｍ０ ，Ｑ ＭＦヨ マイナス にな った場合 はＯＲ

（イ）「事業支ｉ」欄

申請書を檐七する 日か らおおむね１ か八彩、内（孤下 「計算期間」 といいま す。 ）（ ホ１ ）に支ｍする事業の

継続のためにあ９不‾篤欠な金額（ホ２ ）‾ｋびその圭な内容を記載します （う １１ ページの 「３ 今後の平均的

な収入２１び支ｉ の見；１金額 （ＪＩ額）」 欄の ロ「支ｍ」欄の「①事業に係る経費」を ご覧 くだ さい。）。

・納税者が給与所得者、年金所得者などの事業を行っていない個人である場合は、こ の欄の金額は Ｏド］と

なり ます。

ホ１　申請書を提ｍする 日か ら１ か１ ぴＰりにおいて、 最も資金の手售てがむ氈になる 日ま での期間 とするｉ
｜

こと がで きま す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ
｜

ホ２ 計算期獸を獄える 期愾にお ける 支芭であ って も、 そのため に資をの手售てを して おかなければそのｉ
｜

事業を継続す るこ とが でき なく なる よう な支出については、必要最小限度の範囲内で この欄の金額ｉ
｜

に含める こと ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ

（口）「生」１！１費」欄 （納税者が個人の場合のみ）

計蜃期獸に支攻、する納税者‾Ｒ、び納税者 と生計を一にするＲ加者その他の親族の生迅費と して、次のＡ又は

Ｂのいずれかの方法により 計算 した金額 （ホ １、 ２） を髱載します。

Ａ　 納税者‾反びＷ疫者と 生計を一にするを弧者その他の親族の生恬費として、 ⑦納税者本人につき１００，０００

円、 縋生計を一にするＲ甄者そ の他の親族１ 人につき ４５，０００　Ｆ］ 、０手取 り額 （ホ ３） から陂ふ、び眄を差

しり｜いた金額の １００分の２０に相慝するを額 （又は健治、び○の合計額の２倍にｔ目 售する額のいずれか少

ないを額）の合計額（鈔、下「基準額」 といいま す。 ）。

なお、納税者八び納税者と 生計を一にする配偶者その他の親族の年齢、 所有資産、健康状態な どの事情

を勘案して、 養育費、 教育費、 治療費な ど生侶の維嶌のために必要不‾罵欠な支ｍと して。先準額を麭える

金額の生低費を見匹ぬ要がある場合には、必キ最低ｍの所ｔ資金の額をｊＥ準額に加蜃するこ とができま

す。

Ｂ　 実際にままム つた食費、家賃、 水道光熱費な どのを額をＢ体蝎にを握し てい る場合は、それら のを額のう

ち、 生活費と して洫常必要 と認められるな額を積算したを額。

１６



＊１ 鼈入などの状況に より 、牡算肖］間 を狐える 期回のた めに資を手亶、て をしておかな ければ生活を維持すｉ

るこ とが でき なく なる よう な４合に は、 その超え る期扁のための必・最低ｍの範皿］ で、 Ａ又はＢ のｉ

いずれかのすｉ隹によ り計算し か金加こ加蜃する こと がで きま す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

＊２ 納税考と生歌を一にするを弧希その他の親族の中に生活看を負祖している人がいる場合には、 その人１

のや祖額をＡ又はＢのいずれかのｊ＝ｉ隹に より 計算 した金額から皿します。　　　　　　　　　　　　　１

ホ３ 「手取り 額」 について の取扱い は、 １２ ペー ジと 回禄です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

《・ほ費の「 ｜；大１ 容」 欄の２載例》 （Ａ のすｉ悵によ り加算した場合）

（給与效大（手取 り額）： ３５ 万Ｐヨ， ４大家族 （納税者本人，妻，子 ２人）の場合）

納税者は，妻‾ｋび子 ２人 を扶養してい るが，妻にはパー トに よる 給与収入がＪ１５ 万ド］程度あ る。

また，納税者は， 病気のため定期的に病院ヘミａ院してお り， Ｊ］ に１５，０００［Ｉ］ 程度のＫ療費を支ｔム つている。

１００，０００［ｒ］ ④　 十（４５，０００　Ｆｌｊｘ　３人）縋　　 ＝２３５，０００ ［Ｉ］（ａ）
（Ｍ税者本人の生活費）（Ｍ税者と 生計を一にする親族の生き費）

２３ ５， ０００［Ｉ］ （ａ）十 ｛（３５０， ０００円 －２３５，０００ 円（ａ） ）ｘ　２０／１００　｝０ ＝２５８，０００　ＦＩ
（手取り 額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （基準額）

２５８，０００［ｌｊ　十　１５，０００　ＦＩＪ　－　 ５０，０００ 円　　　　２２３，０００円
（４準箙）　　　　　 ぼ療費）　　　 （妻の給扣１又入）　　　　 （生き９）

生侶費を Ａの力法 によ り加算し ため合に は、 上龍の兄載例 のよ うに 、ぷ準額 を求 める 計算式の ほか、基準額

に加算又 は減算す るも のが ある 場合 にそ の週剴を 「肖丿容 」欄 に窰載し ます。Ｂ の力まに より 計算 した場合 には、

その積算 した食費、家賃、 水道光熱費な どの金額のち訛を ［肖］容」欄 に具体的 に記載し ます。

（ハ）「収入見５ム」欄

計算期間 に入金予定の事業収入、給与収 入、 その他の収入を額‾ｋびそ の主 な内容（給与収入の場合は支給者

の佑戮、・所在地、事業収入の場合は取 ら＼先の名お ・所在麑等） を笆載し ます。

（二）「 （支出見込） －（収入見込）（ Ｃ） 」欄

支范見ｊき額かち句、人見え額 を控除し たを額（マイ ナス の場合は 、Ｏ Ｆエ１と しま す。 ）を笆載 し、 この欄の金額

を［②ｉ ｉｉ の必要資・Ｓ （（Ｃ） ）Ｊ 箙に觚記 しま す。

１丶　　「③ＥＩ ぞＥ Ｍイ才ｉｌｔ資・ｇ（①－ ②） 」４回

「①当座資ｔ箙（ （Ａ）十 （Ｂ）） Ｊ鶚のを額から「②当回の必Ｒｉ金箙（ （Ｃ）） 」獵のを額を差しづ｜ いたを額を記載

しま す。

Ｆ③ヨ飃をＭ ４才 ｉｌ能資急急 （①－② ）Ｊ 嘔の金額 は、 直ち に納イ才 に胱てる こと がで きる を額であ るた め、 できる
ー

だけ速やかに納付して くだ さい。

なお、

※納付の 手続 につ いて は、 ５ページをご覧く ださ い。
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「収支の明細書」 の書き方

収支の獸細書は、 猶予 を受 けよ うと する 金額が５０万 Ｆ９ を超える場合 に、 「換価の猶予 申請書」 又は 「徴収猶予

申請書」 に添付して提１する必要があり ます。

／

／

Ｘ

Ｘ

受ｉヽ」郎

へ

Ｘ

／

／

／

１住 所・ 只こ ４５等

串請書をを出 する 日を記載 して くだ さい。

収　 支　 の　 明　 細　書

平成　２ど　年　６　 ｙｘ　／５　日

住　所

所在地
ああ ゎじ 市Ｖ ｖｘ 一ｘ －ｘ

氏　名

佑　称

市４ｔｔ 手機３、４弍を社

べ表取締ａ　　 あ　 Ｊ、鮮

・・ ｇＭ ＱＩ Ｓｊ ｉａ ・Ｓ ＳＳ ＩＳ ＳＳ Ｓａ ｌｌ ａｌ ・・ ａ・ ・ａ ・・ ・・ ｇａ ・Ｓ ａｇ ｌｇ ・Ｓ ・・ ・・ ・Ｓ ｉａ ｌａ Ｓａ ＳＳ ａ・ 幽ａ ・・ ａ・ ・Ｓ ａ・ ＪＩ Ｓｌ ａａ 鈿・ ・・ ｊｉ Ｓｌ ａＳ ・・ ・ｊ Ｓ・ ・「

２直 前１ 年間 にお ける 各ｊ の収 入Ｒ び支 出の 状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

１

２

年ＪＩ

平べ ２７ 年６力

字べ ２７ 年７１

平成２７年８ＪＩ
一

屏成２７年９ＪＩ

ギ成２７年１Ｍ

屡成２７ 年１ け１

一

字成２７年１ ２ＪＩ

平成２８年ｌｊ

凖成２８年２／１
一一一一

平成２８年３／１

平成２８年４Ｊｉ

蓼成２８年５ｊｌ

①お １又 人を夥

４， ｙＭ，ＭＱ　円

４， ７５ Ｑ， Ｑ侃）　円

４， ６ｎ ，Ｍ Ｏ　円

Ｓ， 回り ，り ＱＯ　円
－

４， ８Ｍ ，Ｍ Ｏ　円

４， ３Ｍ ，Ｑ Ｍ　Ｈ

４， ４Ｍ ，Ｑ Ｍ　 ＰＩ

３， ＭＱ ，Ｍａ

３， ３Ｍ 、ＱＭ

４、 ６Ｍ ，０Ｍ

３， ９５ Ｑ， ＱＭ

４， ２ｊ Ｑ， ＱＭ

トｌｊ

－

Ｐｊ

Ｒ

－

円

一

円

②屁 支皀 金額

４， ２１ ５， ＱＭ　 ト１１

４， １６ ２， ＱＭ　 ＦＩ１

４， 口０ ，Ｑ Ｍ　 ＦＩＩ

４， ２８ ｊ， ＱＯ ａ　 ＰＩ
－

４， ／Ｍ ，Ｑ Ｍ　 ＦＩＩ
一一

４、 ＱＱ ５、 Ｑむ り　 ＰＩ

４， り４ り， ＱＭ　 ｝９
－

５， ８３ Ｑ， ＭＱ　円

３、 ２０ 叺Ｍ Ｑ　円

４， ／３，Ｑ ，Ｍ Ｑ　円

３， Ｍ３ ，Ｍ Ｑ　円

３、 ９Ｍ ，ＭＱ　円

③を額（①－ ②）

６Ｓ 、５ ，Ｑ Ｍ　 ト］ｊ

ｊＭ ，６ Ｍ　 ト１１

４タ Ｑ， ６Ｍ　 ト１ｊ

ＳＭ ，０ Ｍ　円

６２ Ｑ， ａＭ　 ＰＩ

２９５， ６Ｍ

３６ Ｑ， ＵＯ
－

Ａ　Ｚ， ０３ ａ， ０６６

１Ｑ ６． ６０６

ｊ２ Ｑ， ６Ｍ
－

６７ ，０ａ

２７ Ｑ， ６Ｑａ

備 考

却八 をと して ３り 万ｉ の屹畤

９遠 哨４４の 政４ によ る４ ４吏 とｋ てｊ 屁万

大

工４４１１６ のｔ 気ａ塙の 之Ｍ毟検 吏ｉ とし

てＺ０７ 円の ４畤１ジル凌まが あっ たた め。

亊ｔ ｉ車 ヽｉ Ｊ台 ｔの 車検 吏峭 と１ てｊ ５歹 肖の

Ｓｌ ａ・ Ｓ・ 曷ぬ Ｓ・ ・・ Ｓ・ ・Ｓ ・・ ・・ ＩＳ ・・ ｌｌ ●● 凋● ●ｌ ●・ ●ｌ ●齢 ●ａ ●ｌ ●ｌ 嘸● Ｓ● ●ｉ ・・ ｉｌ ａあ Ｓｌ ａＳ ａｌ ｌ・ ・・ ・・ ａＳ 碣・ ・ａ Ｓｌ ｌｌ ●● ・１ １１ １１ １Ｓ ａｉ 驫・「

３今後の平均的な収入Ｒび支出 のえふ金額（ｊ額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

収

入

区

－

をよ

①
－

③

效　　　 入　　　合

癲焼 可能 基準 額（①

分

計
－

②）

見ｉみ金額

４， ｊＭ ，６ Ｕ『９

『１１
一一

ＦＩＩ

ＦＩＩ

Ｆｌｌ

Ｆ１１
＿

Ｆｌｌ

ｍ
」
　
円

４， ｊＭ ，Ｍ Ｏｒ１１
四

ｊＭ 、Ｍ ６Ｆｌｌ

支

七

区

イ１入

分

ｊ１・
‥＿．＿＿＿＿＿＿．

－一一一一一一－一一一一一

ａ４ ｊＳ ４，

悁入４ヽ ４晧
■　　　　　　　　　　　 ・一一一＝

剏を ４１を粁薯（ ４４ ｇ； Ｍｒ ．４ １年 を）

４ｊｉ爽

生き 費（ 扶養 親族

②　　友 出 合

人）
一

計

見ｉみ金額
－

１， ｊＭ ．Ｍ ６　Ｆ１１
－

８５ ａ， Ｍａ　ＰＩ
一一一

６ｊ り， ａＭ　Ｆ１１

４ｊ ａ， ０Ｕ ｒｌｌ
－　 －‥－‥－

２ａ ｚ． Ｍ６　Ｆ１１

３ｕ ，Ｍ ６　Ｆ９

『Ｒ

ｍ
．

ｍ
」

４， ＱＭ づＭ口

この欄に記載 した金額を「 フ分割納付年」１ 日Ｒび分割納付金額」 欄の 「①納付熹［氈基準額］欄に転たし ます。

※各欄に 記載 しき れ力 い場今に け、 適すのｍ 紐に 記載 して 提ｍ して くだ さい
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４今後１年な 内における１時的な収入及び支 出の見；み金額

３ 内訳 内　　容 年　　 Ｊ９ 金　　額

叭

ｇ

Ｆ

Ｗ

ｆ

ｇ

覃

・

ｇ

Ｉ

Ｅ

・

！

蔔

ｉ

「

●

贊

冢

・

臨

時

収

入

ＯＣ ｉ令・ｆ から のー 特を 平成　２８　 年　 い　 ＪＩ ／． ５Ｑ Ｑ， Ｑり り　Ｒ

Ｄエ レク トロ ニク ス棟瓦を社へ の貸付をの囘４ 平成　２ａ　年　 ／２　 ＪＩ ２Ｑ り， りり り　ｍ

平成　　　 年　　　 ｊ４ 円

一一一一一一一一　　　　　　　　　 一一一一一一一一‥‥

平成　　　 年　　　 Ｊｊ
＝　　　　　　　 ９－

平成　　　 年　　　 ＪＩ

Ｆ９
＝　 ＳＪ ｉ－　　　　　 マ　 ｒ　 ふ　 一一一一一一一一－

円

臨

時

支

出

ｔ子 かＪむ４ｊ劔えて 桟べの老 ち代 によ る新規４ 入吏用 平成　２Ｓ　 年　 ６　 ＪＩ ４５ り． りり り　Ｒ

ェ４ ｊｌ ｉミ ぬの ｔえ ｉｌ ４の えＪりｑ 攴検 索４１ 平成　２９　 年　 ２　 ＪＩ ２ａ Ｑ， りり り　ｍ

平成　　　 年　　　 ＪＩ ＦＲ

平成　　　 年　　　 ＪＩ Ｆ９

爆敗　　　 年　　　 Ｊ≡］ 円

・　 气　　　　　　 ｌ　　　 ｇ　　　　　　　　 ｊ　　　　　　 ｒ　 ・　　　　　　　　　　　　 ．－ ・　　　　　 ・Ｊ Ｊ－ マ， Ｗつ

：５ 今後１年ぷＦメ９ に癲暁すべきことがえｉきまれるｔ力税八びｌ税等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

１４ 年　　　ｊ 税　　　目 金　　　　額 年　　　が 税　　　目 金　　　　額

ｌ

●

●

●

餉

詞

●

●

Ｓ

９

ｅ

・

「

「

Ｓ

●

「

Ｓ

「

・

Ｓ

平成 ２８ 年７ｊ ｊ４ｊえ 叉ま ４え ｊＱ ，り Ｍ　円 年収 ２８ 年１ ２Ｊｊ ｌｇ ｔｌ ま齔 ｊＱ ，０ Ｍ　円

平成 ２８ 年７１ ４来 所そ祝 １２ り， ＭＱ ［气 手放 ２９年ｌｊ ４永 所得税 １２ Ｑ， ひり Ｑ「９

手織 ２８ 年７八 ｔ湊ぼ４料ｔ ５り ，Ｍ Ｑ　円 平成 ２９年２八 ｌａ 定ま ま飛 ｊＱ ，ａ Ｍ　 ト９

ヘテ成２８年 １１ｊ
ｎ

Ｑｔｔ　ｋｙ゙袍４ｉ） ／， ７４ りパ Ｍ　円 Ｒ

｜： ６家族（ を員 ）の状秋

弧Ｔ 続羝

（役 職）
氏　　　　　　　　鳬 生　　 年　　 丿　　日

収入 ・報 饂（ 月額）

（専 従者 給与 を含 む）
職業 ・所 有財 産等

・

・

「

ｌ

闖

ｌ

・

Ｓ

Ｉ

胴

Ｓ

Ｉ

ｌ

ｌ

誉

Ｓ

べ永考 あ　 ｊ、鮮 るニ ジ年 口Ｊｑ　／ｊ日 ｊ５ Ｑ， ＭＯ　 Ｐヨ

Ｊｋ 歸ぼ あ　 五郎 （昌こ　 ４０年回 ｚ６目 ３Ｍ ，Ｍ ａ　Ｒ

明示 大ｉＥ

昭和 平覗　　　　年　 ｊｊ　　日 鴇

明治 大涵，

ＢＭ口手成　　　　年　 万　　日 円

畷蜀 ＳＳ 陬・ 禪● 詞Ｓ ｌｉ ｉｇ ＳＳ ＩＳ Ｓｌ ｌ● 夥・ ｌ● ●ｌ ●● ｌｌ Ｓ９ 拶騁 ｒｌ Ｓ・ ｒ● ｇ椚 ●Ｓ ●Ｓ Ｓ器 物Ｓ ・ｒ ・・

：７ 分割納吮年Ｊ１日 八び分割Ｍせ金額
Ｓｇ ●・ ｇ・ ＳＳ 鬩・ Ｓ●・ 冐Ｉ Ｓｇ ｌＦ Ｓｉ ＳＳ ｇａ ＳＩ ＳＳ ＩＳ 魴黔 ｇ誉 ＳＳｇ

①翕イサ ５Ｔ き基準額
②脊鼈４馳等

に伴 う増減額

▼

③は 時笂入ｉ金額

▼

④地力役等納 イサ縦
⑤分 さＩＪ納付金容

（① 十② 十③ －④）日＼　　　　納付年丿日
Ｗ

ｇ

ｒ

凹

ｉ

鰲

ｉ

ｌ

Ｒ

ぽ

・

●

・

Ｓ

９

ｌ

Ｓ

Ｗ

喝

覃

Ｓ

匍

ぽ

ｌ

「

・

Ｉ

Ｓ

「

「

ｇ

ｌ

Ｓ

Ｓ

●

ｇ

癬

●

Ｓ

歹

蜀

Ｓ

男

●

Ｓ

默

Ｓ

・

讐

－

に

平成 Ｚ８ 年６ ＪＩ　 Ｍ日 ３Ｍ ，０ Ｍ口 ＼　　ｚり ａ， り０ り円 Ａ４ ５ａ ，ａ ＭＰヨ ２３ ａ， ＱＭＦ

平成 Ｕ年 ＺＪ１３ け］ ｊＭ バＭＲ ２Ｚ り、 Ｍり Ｐヨ ２Ｍ ，Ｍ ＱＰ

‾凖成２８年 ８　Ｊ１　３１日 ｊＭ ，Ｍ Ｏ円 ５Ｍ ，Ｍ ＱＰ

平成 ２９ 年９　ｊｊ　 ３０日 ５Ｍ ，お り円 ＩＱ‰ＱＱＱ　Ｒ ７Ｍ ，Ｍ ＱＰ

平成 ２８ 年／ Ｑ１　 ３／日 ｊＭ ，Ｍ ＱＨ ５Ｍ ，Ｍ ＱＰ

平成 Ｕ年 □ＪＩ　 Ｄ日 ｊＭ ，０ Ｍ円 ＡＺ Ｍ， ＱＭ円 １， ５０ り， り０ り円 ／， ７４ ０， Ｍａ円 ６り ，Ｑ ＭＰ

平成 Ｚａ 年／ ２Ｊ１　 ３１日 ５Ｍ ，Ｍ Ｏ　Ｆ９ ＡＩ Ｍ， ０Ｍ円 ２Ｍ ，Ｇ Ｍ　ＰＩ ５０ ，Ｍ Ｏ円 ｊＭ ，Ｍ ＯＰ

平成 ２９ 年Ｘ　Ｒｊ ｌ日 ５Ｍ ，０ ＭＦＪヨ Ａｊ Ｍ， ０Ｍ　Ｆ９ ／２ り， ＭＯ Ｐヨ Ｍ， ＭＯＰ

平成 ２９ 年２　Ｊ１　 Ｕ日

平成 ２タ 年ｌ　ｙｘ　い日

ｊＭ ，り ＭＦＲ

５Ｍ ，Ｍ り口

ＡＺ Ｍバ）Ｍｍ ＡＺ Ｍ、 ＭＯ口 Ｍ， ＭＱ 卜９ ＯＰ
－

／ぼ バ） ＭＰ
１７Ｃｇか八

生成　Ｓ年　　ｙｘ　　日 ‘１
ＩＷｙｘ

ヤ

八Ｖ ｙ、　　日
－

’゛ ゛、 ゛‘ －● ｜・ ｌｈ ｌ． ｌ．１１ １Ｌ，ｒ　 ｉＬ、ｋｒ　 ｌａ 乙、 ｌｌ ＫＩぞ－・ ｊｒ、‘７ａ ！り Ｓｇ Ｓ｜ ・ｇ Ｗｎ ´５ ｒＳ ほ３ ｒ・ ・ｌ ｉａ ｎｇ ｅＳ ｇＳ ｉｇ ＳＩ 洫ｒ ｇＳ ・・ ｐｌ ｉｌ ＣＦ Ｉｒ ｒ’ ｇｒ Ｆｒ ５・ ・Ｕ ●ｉ・ ｌｒ ・・ ；’Ｓ

Ｎ
ス
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』「２直前１ 年間にお ける各ＩＥＩ の収入ａび支ｉの状・」欄
申請書ををＸＸす る日 の直前１ 年現にお ける を１ ごと の「①総鼈入な額 」、 「②総ま ｍを額」 ‾攷び「③旌額（①－ ②）」

を記載します。

また 、「③差額（①－ ②） Ｊ瘋のを額が マイ ナス のと きは 、を額の前に ［Ａ ］を イ才 けま す。

なお、臨時的な収入や支鴇があ った 大ｊ について は、 「備考」 欄にその具缶を記載し ます。

《「備考」欄の記載例》

事業用車両の売却代金 として３０万 Ｐヨ の臨時的な収入が あっ たた め。

製造ｙ目機械の故障に よる修繕費と して ３００万鵈の詣無的な支豐、が あっ たた め。

そ、 ｙｘ次决算又は毎ｙｘの収支計算を行っ ていない乗合 は、 直前の事業年度の決算に基づき 記載 して差し支え あり

ません。

」（ ３今後の平均的な収入Ｒび支出の見込金額りＥＩ 額） 」欄
猶予期間中におけ るＪ］単位の平均的な収入蓼、び支出の見え金額を記載し ます。

（う １１ ～１２ページ 「３ 今後の平 ＩＳＩ的 な収入ａ び支ｉの 見１！金額（ ＪＥＩ額 ）」 欄を ご覧 くだ さい 。）

」「 ４今後１ 年な内における臨時的な収入八び支皀の見ｉｘ金額」欄
今後 １年い、内におけ る臨時的な収入‾｝旻び支皀の見ｊ、返金額について記載 しま す。

「臨時収入」欄

例え ば、 ヤ莨不急告産の売却、 新規借入や貸付金の回収等 によ る臨時的な牡入が見込まれる葹合に 、そ の内容、

年八蓼、び金額を笆載します。

臨

時

収

入

○Ｏ ｉ令ぼ陦から の一片を 千成　２ど　 年　 ／　 ／　月 ．／ ，５ りり ，Ｑ ＱＯ　円

Ｄエ レク トロ ニク ス棟 えを 社へ の貸 ｆｔ をの 回４ 千成　 ２８　 年　 ／２　１
’’’一 一　　　 ’－’－－７　 －　 一一’一一　 ’’７　　 Ｓ　 一一一一

萍収　　　 年　　　　力

２Ｑ ０　，り りり 「气

Ｆ９

生成　　　 年　　　　 夕１

－

円

平成　　　 年　　　　 ズ］ Ｐヨ

「臨時支出」欄

例え ば、 事業 の継続の ため のやむを得な い設備・ 機械の購入等 によ る臨時的 な支 出が 見ｉきま れる 場合 に、 その

内容、年１八び金額を記載します。

臨

時

支

出

ｔ子 ４Ｆ ｊいｌｌ Ｍ主 て桟械の えち 代に よる ４規４入 吏嵋 ネ成　 ２８　 年　 ６　１ ４５ ０， りり り　円

ェ４ 就－ａ１りの ｔ気 ａ備 のえ Ｍ攴検索 ４１ 平成　 ２９　 年　 ２　１ ２り り， りり り　円

年収　　　 年　　　　ｊ ドニ］

平成　　　 年　　　　 ナ］ Ｒ

‾凖成　　　 年　　　　１ 円

２０



ｊ」 「５ 今後 １年 な内 に納 Ｍ・すべ きこ とが見１きま れる ｔ方税八 びｌ税等」欄
今後 １年罧甄に納付すべき こと が見込まれる 地方税、 国税、社会保険料等につい て、 その納付すべきこ とと なる年

Ｊ］ 、税 目及び金額をそれぞれの欄に記載します。

年　　　１ 税　　　目 金　　　　額 年　　　 ヂ１ 税　　　 目　　　　　 金　　　　額

平成 ２８年ｍ １４ｊえ叉ま税 、５ り， ＱＱ Ｑ　Ｒ 平成 ２８年１２万 ｉえ１ま ４ｔ Ｍ， ０Ｍ 「气

平成 ２８年フヂ］ ふ来所４覡 ／２ ａ， ＭＱ ｒｌ］ 生成 ２９年げ ａ泉所得税 １２ Ｑ， りＭ　目

年収 ２８年７ｊ ｔ働４め料ｔ ５り ，Ｑ Ｍ　目 萍攷 ２９年２大ｊ ｊｇ え叉４統 、５ Ｑ， ０Ｍ　Ｒ

手餃 ２８年１ １ｙへ ａ吏秕（ ｆＭ 今） ／， ７お ，Ｑ Ｍ　Ｒ 円

ぞＪＩご とに納付する源泉所得税や社会保険料な どは 「３ 今後の平均的な収入Ｒび支出の見込金額 （１ 額） ］の 「支

芭」 欄に記載 しま す。

Ｊ「 ６家族（役員）の状況」欄
○納税者が法人の場合

をての役員について、 その役職、瓦佑、 生年Ｊ］ 日、 Ｊ］ の報憔額‾反び所有財産等を笆載します。

（事例の場合｜

続柄

（役職）
氏　　　　　　　　　名 生　　 年　　 チ１　　日

収入 ・報 酬（ ｙ］ 額）

（専 す者給与 を含 む）
職業 ・所有財産等

べ表４ あ　 ｊ、や 茴言 ジ年 い八　ＸＳ日 ３、５０ ，Ｍａ　口

恥鯖ほ あ　 ミｉＦ 脂二　 ４り年頤 ２６日 ３Ｍ ，Ｑ ａＯ　円

明治 六モ

昭和 平成　　　　年　 １　　日 円

明治 犬‾ｉ・．

昭和 平成　　　　年　 １　　日 円

○納税者が個人の場合

生計を一にする親族につい て、 続柄、八名、 生年Ｊｊ 日、 収入ふ額 （専従者給与を受けて いる場合は、 その金額）、

職業攷、び所有財産等を裝載します。

《記載例》

続柄

（役職）
氏　　　　　　　　　兔 生　　 年　　 １　　日

収入 ・報 加入ｙｘ 顧）

（専 従者 給与 を含 む）
職業 ・所有財産等

そ 神丿　春 ラレ 年□ １　１５日 ／２ ０， Ｑａ Ｏ　円
年４ヽえた４

土丿也、 えＳ （Ｃ ・ムぢＸ）

妻 神夕　 兄子 惱二 ４３年　 け　２６　日 ぼり ，Ｍ Ｏ　円 事業 専ｆｔ４

表１ 神夕　 ｆ一 匹）　６年 Ｍｊ　Ｕ日 ０　円 大ｔｉ

ＸＩ 神夕　 ｆｊ、 ご（回と〉ぱ年　 ４１　１２日 Ｑ　円 高校ｉ

２１



イ

「フ 分割納付年ＪＥ１ 日Ｒび分割納付金額」欄

「納付年ＪＥ１日 」欄

猶予期間中の各人］の納付年犬１日 を記載します。

ロ「①Ｍ４才 ｉｌ・・準苞」欄

［３ 今後の手 ｔｓＪＩド］ な収入Ｒ び支 ｉの 見２金額 （ＪＥＩ 額） 」欄 の「③納Ｈｉｌ能 ＪＩ準額 （① －② ）」 欄に髱載 しか

金額を転記します。

／Ｘ　　「②季節変・ｉにイ牛 う増ＭＳＪ戛

「２ 直前 １年 間に おけ る各 ＪＥＩの ＪＩ又入ａび支ｉ の状 況」 欄の ほか、例年の収支状況 を基 に、 （３ 今後の手 ＪＳＪ

的な収入Ｒび支ｉの見Ｅａ金額 Ｃ目 額） 」欄で算かし氈「③納イ才 ＪＴｔ基準額 （①－②）」 と１：ヒ較し 、季節変動等に

伴う 増減額を記載します。

なお、減額する場合に は、 金額の前に「Ａ」 を付けま す。

二「③Ｓ Ｅ席 自り入岔趾監Ｊ箙

「４ 今後 １年 は内 にお ける 臨時的な収入八び支出 の見 ｉ！金額」欄 を互 に、 納付年八にお ける 臨時的人出金

額の合計額を記載します。

なお、減額する場合には、 金額の前に「Ａ」 を付けま す。

〈事例の場合２〉

「４ 今後 １年な｜部こおける臨時的な収入；ａび支ｉの見；き金額」欄

（［臨時収入］欄に記載した事項）

・平成２８年 １１　Ｊ］

ＣＣ生命保険からの一戦金

１， ５０ ０， ００ ０　Ｆ］

・平成２８年 １２　ｊｌ

Ｄエ レク トロ ニク ス株式会社へ の貸付金 の回収

２００， ０００［ｌへ

（「臨時支出」欄に記載した事項）

・平成２８年 ６Ｊ］

市子都心ＪＩ祖をて機械のき朽化に よる新規購入費万ｊ

４５ ０， ０００　Ｆ９

・平成２９年 ２ＪＩ

工場施皿］の電気鼈備の定期点検費廾］

２００，０００　Ｆ９

２２

［③墻匹入皀兔箙Ｊａ

・平成２８年　６Ｊ］Ａ４５０，０００口

・平成２８年 １１ チモｊ　 １， ５０ ０， ０００　Ｐヨ

・平成２８年 １２ ナｊ　 ２０ ０， ０００円

・平成２９年　 ２　ｊ　Ａ２００ ，０００口

納付年Ｊ１日

平成 ２Ｓ 年６ ＪＩ Ｅ日

平成 ＺＳ 年７　Ｊｌ　ｊ１日

平成 ＺＳ 年Ｓ　Ｊ１　 ３１日

手成 ＺＳ 年タ １　 ３Ｑ日

平成 ２Ｓ 年Ｍ ｊ　 ３１日
’二 ・‾ ’‾ ”’ 二‾ ’‾ ’二 ．二 ．’‾‾ ’二　 －２ ㎜－

平成 ２Ｓ 年□ Ｊ１　 ３り日

‾凖成２ Ｓ年 ＩＺ Ｊ１　 ３ｊ日

平成 ２タ 年Ｘ　八　３／日

平成 ２タ 年１　ｙｘ　Ｕ日
‥‥‥‥‥＿．．‥　‥．＿．
一一一一一一一一一

手成 ２タ 年ｌ　八　ＩＸ日

平成　　 年　　 １　　日
‾‾‾－

年収　　 年　　 １　　日

③包時白ち入胝金敖

Ａ４ ｊ０ ，Ｍ ａ口

／， ｊＭ ，Ｑ Ｍ口

ＺＭ ，Ｍ り口

▲２ Ｍ， ＭＱ口



ホ「④ｔ力Ｒ４納イ才額」欄

「５ 今後 １年 は｜大ｌ に納付すべき こと が見込まれる地方税及び国税等」欄 に記載し た、 納付年｜ にお ける地

方税等の納付見八額を転記します。

（事例の場合》

「５ 今後 １年な｜；大ｌに納付すべきこ とが見ｉ！まれる地方税ａび

｜｜税等」欄

・平成２８年 ７Ｊ≡ｊ

固定鬚え税　　　　　　　　　　　　　５０，０００口

・平成２８年 ７大丿

源泉所得税　　　　　　　　　　　　 １２ ０， ０００円

・平成２８年 ７ＪＩ

労働保険料等　　　　　　　　　　　 ５０，０００円

・平成２８年 １１ 大丿

消費税八びｊお方惠傚税（中間分） １， ７４０， ０００円

・平成２８年 １２ Ｊ］

固定資産税　　　　　　　　　　　　　５０，０００円

・平成２９年 ＩＪ］

源泉所得税　　　　　　　　　　　　 １２ ０， ０００ド］

・平成２９年 ２ｙｘ

固定資産税　　　　　　　　　　　　　５０，０００　Ｆｊ

「④１ｔｌ！力ａＷＭイ」－ｇ」欄

・平成２８年 ７　Ｊ１　 ２２ ０， ０００円

・平成２８年 １１　Ｊ１　１， ７４０， ０００ド］

・平成２８年 １２　ｙ］　 ５０ ，０ ００ ［Ｉ］

・平成２９年 Ｉ　Ｊ１　 １２０，０００「Ｉへ

・平成２９年 ２大ｊ　　 ５０，０００　ＰＩ

納付年ｊ１日

平成 ＺＳ 年も ｙｘ　Ｕ日
回　 －Ｉ　 ＝－一一一一＝＝＝　　　　 ＝＝＝

平成 ２Ｓ 年７　Ｊ１１　 ３１日

平成 ２Ｓ 年Ｓ ｊ　 ３１日

平成 Ｕ年 タｊ Ｍ日

す餃 Ｕ年 Ｕ回 ３け］

て攷 Ｕ年 いｙχ　Ｕ日

平成 ２８ 単ＵＲ　１Ｘ Ｖ］
－Ｚ こｒ ．． ＝＿ ．＿ ．＝ ．． －． ．、 ．＿ ．． 一一一… ．～ ．、 、、 Ｊ、

平成 ２タ 年／ Ｉ　Ｊ／日

‾♀覬２ ９年 １　ｙｘ Ｚ８日
一一一一一一一一一一一

平成 ２タ 年１　Ｒ　１Ｘ日

‾♀攷　　年　　 丿　　日
一一

‾堊覬　　年　　 Ｊ１　　日

④七ｊ税等納サぢ

２２ Ｑ， ＭＱ Ｐヨ

一一一一一　　　　　　 一一

／， ７４ Ｑ， ＱＭ ｒｌｌ

Ｍ， りＭ円

／Ｚ Ｇ， Ｍａ口

Ｍ， ＭＱ Ｐヨ

へ「⑤ＳヽＷＩＪ Ｍイ才ｔＳ（①十②十③－④） Ｊａ

各ＪＩご とに、「①納付凧能基準額」欄の奈額か ら、 「②季節変動等に伴う 増減額」 欄の金額‾反び「③ほ時的入ｍ

金額Ｊ戛の金額を加Ｗ し、 「④地方税等網Ｈ額」 獸のを額を減算したを額を笆載 しま す。

なお、最寮の網付年犬丿目 の「⑤分餅齏吭金額（①十②十③－④） 」欄には 、「 ＯＣ ＯＦ」（木敖の獸額） 十延４を」

と記載します。

２３



ｎ　 徴収猶予

１ 災害等により 納付困難となった場合の徴収猶予の要件

次の①か ら④に掲げる 要件の兔てに該燮、す る乗合は、徴效猶予を受け るこ とが でき ます。

①次に掲げる もの のいずれかに該岑、す る事実（納税者の責め に帰する 二と がで きないやむを得ない

舊畆によ り生 じた事実にほ りま す。 ぷ下 「猶予該售事実」 といいます。 ）がある こと

イ納税者がその財産につき 、震災、 嵬水害、 火災その他の災害を受 け、 又は盗難に遭った こと

ロ納税者又はその者と 生計を一にする親族が病気にかかり 、又は負傷したこと

ハ納税者がその事業を廃止 し、 又は休止 した こと

ニ納税者がその事業につき著しい損失を受けたこ と（ ホ１）

ホ納税者 に上記イ から ニに類す る事実が あっ たこ と（ ホ２）

② 貉`予該售事実 にＲづき 、納税者がそ の納付すべき 市税 を一 時に納付する こと がで きな いと懾めら

れる こと

③「徴な猶予串請書」 が市に提包されている こと

④原覧と して、猶予を受け よう とするを額に相岑、する担保のを供があ るこ と（ ホ３）

＊ １ 「事業につき 著しい損失を受けた」 とは、 徴収猶予を受けよ うと する期間の始期の前日 け前の

１年間（社下 ［調を期 間］ とい いま す。 ）の損益計算 にお いて 、そ の直前１ 年間 （な 下「 ‾羝準期

間」 といいます。 ）の利益の額の２ 分の １を超えて損失が生じてい るこ と（基準期間において損

失が生している揚今には、 調査期間の損失の金額が基準期間の損失の金額を超えてい るこ と）

をい いま す。

ホ２ 「上記イ から ニに類す る事実」 のう ち、 ニ（納税者が その事業 につ き著 しい損失 を受 けた こと）

＊ ３

に類する もの とは、を上の著しい減少又は経費の著しい増加によって損失が生じているこ とを

いい ます。

担保につ いて の取扱い は、 換価 の猶予の 申請 の４合（ ＝） ３ページ のホ ３） と同様です。

２本来の期限から １年は上経ｉｌｉ した後に納付すべき市税が確定 した場合の徴収猶予の要件

泉の①か ら④に掲げる ・件の兔てに該售する 場合は、 徴収猶予を受 ける 二と がで きま す。

①法定納期ｍから １年 を経過し た日 以後 に納付すべき 税額が確定した市税（ ホ１ ）な どが ある こと

②納税者が①の市税を一時に納サするこ とができ ない理Ｆｈか おる と認められる こと

③やむを得ない售剴俗韜る と認められる 場合を除 き、 納瓲者か ら①の市税の納期 膃（ ホ２ ）ま でに 「徴

収猶予申請書」が市に提范されていること

①

ホ

原則 とし て、 猶予 を受 けよ うと する 金額 に相 售す る担保の提供 怙拓るこ と（ ホ３）

１

２４

例え ば、 過去にさ かの ぼっ て課 され るこ とと なっ た市税、 期限後申 告や修‾八こ 申告によ って納

付すべき こと となる市税が該当 します。

ホ２ 例え ば、 期限後申 告や修士Ｌミ 申告をする場合は、そ の申 告書の提出日 俗納期限 とな りま すの で、

［肖］日 までに徴収猶予申請書を提出する必要があり ます。

ホ３ 担保 につ いて の取扱い は、 換価の售予の 申請の場合（ ＝＝〉３ ペー ジの ホ３ ）と ［７５］ 様です。



３猶予期間

徴収猶予を受 ける こと ができる 期間 は、 １年（ホ ）の範囲 Ｆ大］で、申請者の財産や収支の状況に応じ て、

最も 哢く 市税を完納す るこ とが でき ると 認め られ る期 回に限ら れま す。

なお、徴Ｕ又猶予 を受けた市税について 、申請者の財縦やな支の状況に応じ て、 猶予期鶚申に分割し

て納付する方法に よる こと を、 市長が定める こと があ りま す。

ホ徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納する二 とができ ないやむを得ないミ畆があ ると 認めら

れる 場合は、 范初の猶予期間が終了する 前に市に 申請する こと によ り、 当初の猶予期間と 合わせ
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ

て最長２ 年以 肖１ の範囲で猶予期間の延長が認め られ るこ とが あり ます。

４串請のための書類

徴収猶予の申請をする場合は、 次の書類を市に提出してく ださ い。

（１ ）猶予の審査のために心要となる書類

猶予を受けよ うとする金額 （ホ １）が

５０ 万Ｆ９ぶ下の 場合

猶予を受けよ うとする金額 （ホ １）が

５０ 万ＦＩを 超え る場合

Ｏ「徴収猶予申請書」

（書 き方 は、 ２６ ～２８ペ ージ）

○災害等によ り納付迅難と なっ た場合の徴牡

猶予の申請をする場合には、猶予該当事実が

ある こと を証する書類（ホ ２、 ３）

Ｏ「財産収支状加害」 （ホ ２）

（書き方は、 １０～１３ページ）

Ｏ「徴収猶予申請書」

（書き方は、 ２６～２８ページ）

○災官等 によ り納付困難と なっ た場合の徴収

猶予の申請をする場合には、猶予該当事実が

ある こと を証する書類（ホ ２、 ３）

Ｏ「財産目録」（ ホ２）

（書き方は、 １４～１７ページ）

Ｏ「収支の明細書」（ ホ２）

（書き方は、 １８～２３ページ）

（２）担保の提供に聚する書類

担保の提供に関する書類については、

ホ１ 未確定の延滞金は合みません。

換価の猶予の申請の場合 （ギ ４ページ）と 同様です。

ホ２ 実害、病気等 によ り納付困難と かっ た場合（ １の①の イ、 ロ又はホ （イ 又は 口に類す る事実にｍ

りま す。 ）に該当する場合）の徴収猶予の申請をする に際 して、これら の添付書類の提出を困難と

する事情かお ると きに は、 市（税務課） にご相談 くだ さい。

ホ３ 猶予該售事実があ るこ とを証す る書類に は、 例えば次のよ うな ものかお りま す。 詳し くは、市（

税務氛） にお尋ねください。

①ス害又はさ難の とき は、 罹ス証隰書、 盗難の被害徭の写 しなど

②病気又は負傷の とき は、 ［を師に よる診断書、 医旅費の領収書など

③事業の廃止又はイ木止の とき は、 廃業鼈など

④事業について著 しい損失を受 けた とき は、 調査期間 と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書など
ｌ● ・・ 回・ ・・ Ｉ・ ・・ ●・ ●ａ ａ・ ・ｊ ●回 ・・ ・・ 回ａ ・・ ■ａ ・・ ・回 ・● ・ｄ ・● ・ｒ ・● ●ａ ｌ● ｄ■ ・回 ＩＩ ・● ｄ回 ●回 Ｉ㎜ ●回 Ｉ㎜ Ｉ● 』－ ●回 １４ ｄｌ ・● ｄＩ Ｉｉ ｄ● ・回 ・● ａ● ａ■ ａｌ ａ・ ・・ ・・ 回・ ・回 ・・ ・回 ・・ ・回 ・・ 回■ 回・ ａ・ 回回 ・・ 回・ 回回 ａ回 Ｓ・ 回・ 回回 回● ●Ｉ Ｓ● ■１ ４● ●１ ４● ●■ Ｉ● Ｉ■ Ｉ● ＩＩ ●Ｉ Ｉ● ＩＩ ●● １１ １１ ■● ●● ●１ １１ １１ ｄｄ ●回 ｌｄ ●・ Ｉ● ●● ●■ ●■ ●■ Ｉ● Ｉ● Ｉ■ Ｉ● ●● ■を ●● ｄ■ Ｉ回 ●－ ■㎜ ●㎜ ●回 Ｉ四 回回 ・回 回・ ・回 回・ 回・ ・回 回・ ・回 ・・ ・・ ｊ回 ・・ ｊ回 ・Ｉ ・回 ｊ● ａｌ ｌｌ ・■ ●● ■● ●Ｉ ■Ｉ Ｉ● ●● ●ｄ ●● ●● ・・ 回回 回ａ ㎜・ 回ａ －● 回・ －● 回Ｉ －● ・ｌ ａｌ ●● ●● Ｆ● ＩＩ ●● ・● ・ｄ・

５申請等の審・などの手続

Ｉ換価の猶予の［ ４提ｉされた申請書等の審査］ から 「７ 猶予のミ消し」ま で（＝や ４～ ６ページ）

の手続については、徴収猶予の申請があった場合にも 同様とな ります。

２５



「徴収猶予串請書」の書き方

猶予を受 けよ うと する金額が５０万 Ｆ９ な下の場合に は、 「財産収支状況害」（＝や １０ ペー ジ） を「徴収猶予 申請書」

に添付して提出する必要があり ます。

猶予を受 けよ うと する 金額が５０万 Ｆ９ を超える場合には、「財産収支状倪害」 に代えて 、「財え目録」（＝〉 １４ ペー

ジ） 八び 「収支の明細書」 （う １８ 、１９ページ）を添付 して提出する 必要があ りま す。

〃〃 〃－へ

／／ ／　　 ＸＸＸ
ノ　　　　ヘ
１　 白ヽ回　；
ｌ　　　　　／

べｘχヘヘ～、－ｆｙｙｊ　　　　　　　　　　釉　　虫四ほ　　子　　由　　膾　　歯

郵便番号、住所（又は所在地） 、電話番号、 携帯電話
‾ｋび氏殆（叉は名称）を記載 レ押 「ミ［］ して くだ さい。

※申 請者が法人で ある 場合 は、 その代表者の住所Ｒ

び氏名を併せて記載し てく ださ い。

／

よ南 ぁゎ じ市 長　 様　　　／ 申請書を提出 する 口を記載 して くだ さい。

口」 ま方税に第１５条第１ 瞿硲 ２九大第 １項第５ ｇ・の脇售． 第　 ｇ一類似）の縦ぶによぐＺのとおり徴加庖予を申ａします。：／
朧ｌ●

串

昌

者

ｙ
平成 ＺＳ 年４　Ｊ１　２Ｑ　日

住　所

所在地

丁× ×× －Ｘ ＸＸ Ｘ　　　　　　　　　　　　　　　／
ああ ゎじ 市八八Ｘ －Ｘ －ＸＸ

電話番１ ０Ｃ Ｃ（ ムム ム） ｘｘ ｘｘ　 携ＷＩ毓話つＯ○ （△ △△）ｘ ｘｘｘ

申請 年Ｊ１日

徴収猶予の申請をする とき

に、 既に納期が到来してい

るも ので、未納と なっ てい

る市税を 全て 記載 しま す。

延滞金については、本税の

全額を納付していない とき

は、 Ｆ全額」 と記載し ます。

「備 考」 欄に は、 徴収猶予

を受けよ うと する ものにこ

氏　名

名　称 あ　 岑鮮　　　　　　　　　　　　南

※

市

一差

ｊｌ

欄

受Ｍ日Ｍ
－　 －　 一一一一　一一一一一‥－　 一一

ｉ！ａ年ｊ１日

備考

納

付

す

べ

き

巾

税

年度 税　目 通知 酋番号 期別 納期限 税　額
辺４全額

い包癨，こむ 乙やｇ）
備　 考’

２７ ４ｊ 定１ ４れ ＧＺ Ｍ２Ｍ ３ Ｚ７ りＺ ・Ｚｊ
円

凵り ，ＭＱ

円

をｊｌ ○←
２７ ４え稾鬼ｉ廴 Ｇ３ ２／ ＱＺＭ ４ Ｚ卜　 Ｚ・ Ｚ９ 冂Ｑ ，ＭＯ を額 ○

／
／

／

一
／

／
／
／

印を付け ます。

＼タ 納付すべき市税のうち、徼牡猶予を受けようとする金額 ２Ｍ ，ＭＱ をｊｌ
■

钁

Ｓ

〃

●

●

●

－

●

Ｉ

平成Ｚ７ 年９ ａに 夊４ 亊故 に遣 い、 同Ｍ から 平式２８ 年Ｄ１１ でＣ Ｏ４ Ｒえに

＼乃
猶ｆ該肖

事実の詳細

入院 レ　その 詼も 通院 して いる。
－

‥時に納付

する ことが

できない ４ぷ

怙の詳細

ＯＯ 病Ｍ；に ほ庫 Ｊｔ ４び 入ｇえ吏 どし て６ ｚ万 円を 或４ムい 、ｘ ｘｉ 令ぶ ぼから

ぶ４を３２万 円を 受４ｊｌ　ｋ　てい るた め、 ＩＪ１４ヽ４ であ る３ り歹 肖が 、４ 予該 ち事大

があ った こと によ るＡ まと なっ てい る。
…‥＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　 ＿一一一一＿＿＿＿＿．

「財 産収 支状況書 」（ ニ＝ｙ１０

ペー ジ） の「 ４Ｓヽ割 納ィ才

計画」欄から転記 しま す。

※猶予を受け よう とする

金額が　 ５０　万円 を超え

る場合に は、 「収支の明細

書バギ１９ページ）の 「７
－

分割納付 年Ｊ１日 ・び分割

納付金額」欄の「納付年

Ｊ］ 日丿 欄八 び「⑤分割納

付金額」 欄を転記 しま す。

納

付

計

翕

年八　日 納付金額 ｜　年メｊ日 納付金額 年Ｊ１日 Ｍ付金額

掣成 Ｎ， ４、 ３Ｑ ４ｊ ，Ｑ Ｍ　 Ｐヨ 平成 ２ａ 、Ｓ 、３／
２り ，Ｑ ＭＰ∃

＋え峰・ヽ
平成 目

粟成 ２Ｓ 、ｊ 、３／ Ｅ， ０Ｍ円 平成 ＼　　円
－

平成 円

平成 Ｚ＆ ６、 ３Ｑ ４５ パＭ円 平成 ＼　円 平成 Ｆｌｊ

♀成 Ｎフ、ｊ／ ６り ，Ｍ ＱＦヨ 平成 ＼　円 平成 円

１４ 猶ｆ 期間 屏成 ２ａ 年４ Ｊ１　 ２０ 日から 生成　２８ 年　ａＥ　 ｊ／　日まで ５　ＪＩ間

４１ １１ １１
ａ

●● ●■ ●Ｓ ●●Ｉ

口有

図無

ｌ・ ・・ ・Ｓ ・・ ・・ ・・ Ｉ・

担保財ぼの詳細又は

提供でき ない特焉」の事情

９

－＼滯　１祖保

添付する言類欄

Ｚ猶予該肖事実盜獸翦類　 口效支の明細書　　　 口財産日録

回財産収 叉状よ害　　　　 口担保関係書類
▲

　

申請書に添付する 書類にチ ェッ クを付け ます。

２６



」「地方税法第１ ５条第－項第＿号 （第 ＩＪＩ第 ５号の場合、 第－号類似） の規定に より 、な下の とお り徴収
猶予を串請します。」欄

下線部に適只］条項を記載 しま す。 適用条項は、 次の とお り猶予申 請の 内容 ごと に異なり ます。

ス害等に より 納付困

難と なつ た場合の徴

収猶予

納税者が その財産 につ き、 震災 、風水害 、大火

その他の災害を受け、 スは盗難にあった こと

地方税法

第１５粂第１ 項第 １号
－　－

納税者又はその者と生計を一にする親族が病気

にかかり 、又は飯傷したこと

地方税法

第１５条第１ 項第 ２号
－　－

納税者がその事業を廃止叉は休止したこと
地方税法

第１５粂第１ 項第 ３号
－　－

納税者がその事業につき著 しい損失を受けたこ

と

地方税法

第１５粂第ＴＬ項第４号
－　－

納税者に 上記 ４つ の猶予該 售事実の いずれかに

類する事実があったこと

地方税法

第１５粂第１ 項第 ５号
－　－

（第 ５号の場合、 第●号類似） （ホ）
－

本来 の期 限か ら１年

を経 過し た後 に納付

すべき市税が確定し

た場合の徴収猶予

薦年度領水ま税分

期限後申告、 修止申告分

べ

ホｅには、類似する号の号数を記載 しま す。
－

こ」 「納付すべき市税のう ち、 徴収猶予 を受けよ うと する金額」欄
「納付すべき 市税」の合計額か ら「財産収支状況書」 （＝＝ｊ １０ ペー ジ） の「 ２現在納付ｉｌ能資金額」 欄の 「現在納

吭虱能貴台額」を差しり｜ いた金額を記載します。

※猶予を受け よう とするノｋ額が５０万Ｐヨ を加える場合には、「財産 目録」（＝＝加１４ページ）の 「３ 現在納付ｉｌ能資金

額」 欄の 「③・在納イデ罵能資金額 （① －②）」 をた しづ ｜い たを額を笥載 しま す。

なお、災害等によ り納付篤難と なっ た場合の徴収猶予を受けよ うと する場合は、 猶予該ヅ、事実があっ たこ とに より

納税者が支ｍ し、 又は損失を受けた金額 （ホ ）が、猶予の嘉め られるほ度額とな りま す。

｜＿

＊支芭又は損失に対応 して受領 した保険を、 補償を、 賠償金等かお る葹合に は、 その受領 した金額を支ｍし、

又は損失を受けた金額から差しろ＼ きます。

（Ｅ載例》

２２０，０００口　－

（納 けす べき 市税 の合 計額）

６２０， ０００臼

（治療費 八び 入恢費）

２０，０００ 「Ｉ」　＝

（祖在納 サ可能資 金額）

３２０，０００［Ｉ］

（受領した保険金）

３０ ０， ０００円 （②）

（猶 予該 萢事実が あっ たこ とに よる 支芭又は 損失）

一

一

＞

２００， ０００　Ｐヨ （①）

（納サを 困難 とす る金額）

３０ ０， ０００　Ｐｊ （②）

（Ｓ予該 肖事実が あっ たこ とに よる 支ｍ 又は損失）

２０ ０， ０００　ＰＩ　（①）　 ＝ニｊ

（納付を ｍ難 とす る金額）

２０ ０， ０００口

にの欄に記載する金額）

※「納付を困難と する金額」の方が 「猶予該售事実が あっ たこ とに よる 支出又は損失」の金額 より 大き い場合

は、 「猶予該售事実が あっ たこ とに よる 支出又は損失」の金額 を、 徴収猶予を受 けよ うと する金額 としてこの

欄に記載します。

２７



日「猶予該当事実の詳細」欄
災官等により 納付困難となった場合の徴牡猶予を申請する場合には、猶予該慝事実の詳細を記載します。

なお、本来の期限から １年を経過した後に納付すべき市税が確定した場合の徴収猶予の申請をする場合には、記載

する必要はあ りませんが、 やかを得ない回目ヨ（ ホ） によ り猶予を受けよう とする市税の納期限後に申請書を提出する

場合は、 そのやかを得ない回ロヨを 二の欄に笆赦します。

ネこ の場合の 「やむを 祖な ｏ万 口ヨ 」と はヽ その猶予 をま けよ うと する 市税 を納Ｈすべき こと をま日っ たと きか ら１
徴収猶予の申 請書‾ｋび添付書類の作成のた めに ｌ！常必要と 懾め られる期 間［おおむね １か Ｊ］ 程度）内 に徴収猶ｉ

｜

予の申請書が提出 されたこ とその他納税者の責めに帰する こと ができないと混め られるミ剴をいいます。　　ｉ
Ｌ． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ．． ．． ．． ．． ．． －． ＿． ＿． ＿． ．． ．． －． ．． ．． ．． ．． －． ．． ．． ．． ．． －． ．． ．． －． ．． ．． ．． －． ．． ．． ．． ．． －． ．． ．． ．． ．． －． ．． ．． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿． ＿．ｊ

「一時に納イ才するこ とができない事情の詳細」欄

猶予該售事実があった こと によ り、 納税者が資金の支出を し、 又は損失を受け、 その支ｍ又は損失があるこ とが

時に納付する こと ができないこ との原因になっている事情の詳細を翫体的に記載 しま す．

《２載例》

猶予該售事実

の種類
「猶予該葹事実の詳細」欄 「一 時に納付する こと がで きな い事情の詳細」欄

災害等

平成 ２７ 年９ ｊこ 日、 台嵬⑤号によ り、 店舗が

床上浸水 となった。そ のた め、 店舗の復 ｜日 までの

間、 営業を行 うこ とができ なかった。

店舗の床上浸水のため、復 ＼日 して営業を再開する

まで １０ 日顋を要 した。そのた め、 その間の売上利

益に相当する ５０ 万口 が、 猶予該当事実があったこ

とに よる 損失 とな って いる。

病気 ・負傷

平成 ２７ 年９ 大］ に交み事故に遣い、同 ｙｘから３

かナｊ間 こ） こ）病院に入院し、その後 も瓏院し てい

る。

こ） こ）病院に治療費八び入院費と して 、年収２７年

９ｙｘか ら平成２８年 ２ｊｌま での間に合計 ８９ 万口ニｊを

支払 い、 ｘｘ 生命保険から 保険金２６万 口を受領し

ているた め、 差り ｜金額である ６３ 万口 が、 猶予該范

事実 があ った こと によ る玄 かと なっ てい る。

‾搴業の休廃止

近隣に大型店舗が進ｍ した ごと によ り、 平成

２７ 年１ Ｒから９ 犬ｊ までの売上が前年比７０％減と

なる など業績が著 しく ち化 した ため 、千成２７年

１０　ｊに従業員を全員解雇 し、 衣料品販売業を廃

業し た。

廃業に伴い、 在庫商脆を原価割れで売却 した こと

によ る損失６７万口及び従業員 ３人 を解雇した際に

支払った菟職金の合計 １３５万ド］ を合わせた２０２万

ドｊ が、 猶予該售事実があった 二と によ る支出又は損

失と なっ てい る。

事業上の

著し い損失

平成 ２７ 年３ １期は２５０ 万ＦＩＩ の利益があった

が、 平成 ２７ 年６ ｙｘから主要取堅先である つつ社

からの受佐がなく なっ たこ と等から 、平成２８年

３ナ］期 は１ ５０ 万ド］の損失 とな って しま った。

平成 ２８ 年３ Ｊ］ 期の損失 １５０万 口の うち 、平成

２７ 年３ ヂ］ 期の利益金額 ２５０万 円の ２分の１ の金額

１２５万口を超え る部分である ２５ 万円 が、 猶予該售

事実 があ った こと によ る損失と なっ てい る。

本来の期限か

ら１ 年を経過

した後に納付

すべき市税が

確定 した場合

原則 として記載不要

（やかを得ないえ逖に より 猶予 を受 けよ うとす

る市税の納期賢後 に申 請書を提曵す る場合は、そ

のやかを得ないミ聚を記載 しま す。）

納付すべき税額３０万 Ｐヨ のう ち、 納期限ま でに納

付できる金額は５ 万円 のみであ り、 残額 ２５ 万Ｆ９に

ついては、一時に納付する こと がで きな い。

」「猶予期間 」欄
この欄に は、 ［猶予期間の開始 日］ （ホ ）か ら「納付計画の最終日 」‾反びその期間を記載します。
㎜■ 四回 ㎜● ㎜■ ㎜Ｉ ㎜■ ㎜Ｉ ㎜● ㎜● ㎜■ ㎜● －■ 皿■ 皿■ ㎜■ ㎜■ ㎜● 皿■ ㎜■ ㎜Ｉ ㎜● ㎜■ －■ 四Ｉ ㎜Ｉ －■ 皿■ ㎜● 四● －■ －● ㎜Ｉ －● －● ㎜■ ㎜Ｉ ㎜■ －■ ㎜● －■ －■ ㎜Ｓ ㎜■ ㎜■ ㎜● 一一 一■ 四● ㎜■ ㎜Ｓ ㎜● ㎜● ㎜● ㎜■ ㎜● ㎜● 四● －ｉ －■ －■ ㎜● 四回 ㎜●

ホ「猶予期間の開始日 」と は、 通常は申請書を提出する日 ですが、 次に掲げる場合にはそれぞれの 日と なり ます。

・串請書を提出する日 が猶予を受け よう とする市税の納期限以前である場合には、納期ほの男１日 が「猶予期

緊の 黶始 日」 とな りま す。

・　 災害等のやむを得ない珊剴によ り、 申請書を擅Ｅ出できなかっ た場合は、申請書を提ｉした日 にかかわ らず、

猶予該愁事実が生じた 日を 「猶予期間の開始 日」 とするこ とができ ます。

こ」 「担保」 榻Ｒ び「担保財産の詳細又 は提供で きな い特 」」 ｜」 の事情」欄
この欄の笆載方法について は、 「換価の售子中禁書」 の「担保」欄‾反び「担保財産の詳細又は提供できない特９」の

事情」欄の記載方法の説獸 （や ８、 ９ページ）と 回様です。

２８


