
 

 

 
福岡県中小企業生産性革命支援補助金 

（中小企業設備導入支援型〈令和３年度完了分〉） 
 
 

《補助事業の手引き》 
 

 
本手引きは、「福岡県中小企業生産性革命支援補助金交付規程」に基づいて作成しております

が、令和元年度補正・令和２年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の変更に

伴い、本交付規程の一部変更や本手引きの内容が変更となる場合があることを予めご了承くださ

い。 

 

 

 本手引きは、補助申請から事業完了までの各種手続や準備しなければならない資料等について説

明しています。本手引きを通じ、適正に補助事業を実施くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、補助金の経理処理は通常の商取引や商慣習とは異なる場合もありますのでご注意くださ

い。 

 

【お問合せ先】 

◇ 本手引き及び申請書様式等のほか、本手引きに記載されていない内容等ご不明な点がある場

合は、下記までお問合わせください。 

 

  福岡県中小企業団体中央会 産業支援課（〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15-9階） 

   お問合せ対応時間 9：00～12：00、13：00～17：00／月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

電話番号 092-622-8486  メールアドレス seisanseikakumei@chuokai-fukuoka.or.jp 

 

◇ お問合せは、交付申請者又は補助事業者からのみ受け付けます。 

 

 
 

【個人情報保護方針】 

 申請書等にご記入いただいたお名前、役職名等の個人情報は、「福岡県中小企業生産性革命支援

補助金」の事業実施のために使用いたします。 

 なお、福岡県中小企業団体中央会では、ホームページに掲載しております「プライバシーポリ

シー」に従い、お預かりした個人情報を適切に管理してまいります。 

 

 

令和３年１２月 
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補助事業者のみなさまへ                         
 ・令和３年度福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型）（以下「県補助金」

という。）は、以下の規則や規程のもとに運営されております。 

 ・「福岡県補助金等交付規則」（昭和３３年規則第５号）（以下「規則」という。） 

 ・「福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型）交付規程」（以下「交付規

程」という。） など 

 

 福岡県中小企業団体中央会（以下「県中央会」という。）では、補助事業者のみなさまが事業を適

正に遂行されますよう、これら規程等を補助事業者用に編集し、本紙「補助事業の手引き（以下「手

引き」という。）」としてまとめました。 

 経理担当者・補助事業従事担当者は、「手引き」を熟読された上で補助事業に臨まれるようお願い

いたします。 

 

 本事業は福岡県が定めた「福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型）交付

要綱」第２条に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が１５％以上減少するとい

った被害を受けながらも、令和元年度補正・令和２年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上

促進補助金（特別枠）（以下、「国補助金」という。）を活用して設備投資等の事業に取り組む事業

者の自己負担分を県が補助し、業績回復を目指す取り組みを支援します。 

 ルールを守って適正に事業を遂行していただければ何ら問題はありませんが、検査の際に違反行為

が発覚した場合には、加算金を付した上、補助金の返還等の措置がなされます。 

 事業者のみなさまにおかれましては「手引き」にあるルールを遵守していただき、特に以下の４点

に留意してください。なお、補助事業を行うにあたり、ご不明な点が出てきた場合については中央会

担当者に必ずお問合せくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 また、県補助金事業終了後は、後掲の財産管理など、必要な手続きが残っております。その他、事

業の遂行状況、データの把握、成果調査や、事例集の作成等ご協力いただくことがございますので、

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業計画に沿った補助事業の遂行 

② 変更の際の中央会担当者への早めの相談 

③ 補助対象物件・書類（伝票等）の適切な管理 

④ 申請書、報告書類の迅速な提出 
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【必ずご覧ください】今回の事業実施にあたり、特に留意が必要な事項 
 
 今回の「県補助金」事業を実施していただくにあたり、特に留意が必要な事項をまとめています。

必ずご覧ください。 

 

１．交付申請書提出及びその際に添付する書類について 

（１）「県補助金」事業を申請するためには、「国補助金」事業を完了しておく必要があります。 

   ※「完了」とは…「国補助金」事業で計画した設備投資を行い、支払完了の上で計画にて記載

する設備投資の効果測定が出来ていること、を指します。 

（２）「県補助金」事業の交付申請書は、「国補助金」の額の確定通知書を受領したのち、必要書類

を添えて令和３年１２月２４日までにご提出下さい。 

 

（３）売上高等が１５％以上減少したことを証する次のいずれかの書類を交付申請時にご提出下さい。 

  ①売上高等の１５％以上減少についての報告書（別添様式 1 から 4）及び当該申出書の根拠資

料（売上台帳、残高試算表等） 

  ②中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づく市町村の認定書（写し） 

  ③中小企業信用保険法第２条第６項の規定に基づく市町村の認定書（写し） 

（注）①について、見込みでの報告を行う場合は、１５％以上減少することが見込まれた時点で

報告書を提出していただく必要がありますので、県中央会にご連絡ください。 

 
補助事業者の義務 

  「県補助金」事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）「県補助金」事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に県中央会に

連絡するとともに、「国補助金」の承認に基づき届出をしなければなりません。 

（２）交付決定後に、補助事業者が大企業になる等、「国補助金」の補助対象者ではなくなった場合

は、「県補助金」事業を中止、廃止することになります。 

（３）「県補助金」事業の補助金交付申請書は、「国補助金」事業の額の確定通知書を受領後速や

かにご提出ください。 

（４）「県補助金」事業の完了した日の属する会計年度（福岡県の会計年度である４月～３月）の終

了後５年間、国補助金関連書類及び県補助金関係書類を保存し、県中央会の求めに応じて提出書

類の全部または一部の写しを提出又は閲覧に供することができるようにしなければなりません。 

（５）本事業の実施に基づく発明、考案等に関して、知的財産権の出願又は取得を事業年度又は事業

年度の終了後５年以内に行った場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、事

業化状況・知的財産等報告書により報告しなければなりません。 

（６）「国補助金」の事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施

権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、

国及び県補助金額を上限として収益納付しなければなりません（事業化状況等報告の該当年度の

決算が赤字の場合は免除されます）。 

（７）取得財産のうち、単価５０万円（税抜き）以上の機械等の財産又は効用の増加した財産（処

分制限財産）は、処分制限期間内に取得財産を処分（①補助金の交付の目的に反する使用、譲

渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等）しようとするときは、事前に全国及び県中

央会に連絡し、国補助金については承認を受け、県補助金は届出を行わななければなりません。

財産処分には、処分制限期間内に補助対象者の要件から外れた場合も含みます。 

（８）国及び県補助事業期間終了後に補助対象者に該当しなくなった場合は、処分制限財産について

財産処分となり、残存簿価相当額を基にした計算式により算出した補助金又はその収入額（譲渡
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等による処分時に、処分価格を複数の見積書の徴取により算出できる場合、見積価格の高い額）

の全部又は一部に相当する補助金額を返納していただく必要があります。 

（９）国及び県補助金については、財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入

の一部は納付しなければなりません（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です）。ただ

し、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するため

に、処分制限財産（設備に限ります）を生産に転用（財産の所有者の変更を伴わない目的外使

用）する場合は、全国中央会の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます

（収益納付は免除されません）。 

（10）交付申請書の提出にあたっては、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しな

ければなりません。 

    注．消費税等仕入控除税額とは 

       補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る課税仕入

に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複

しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対

象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税

額」といいます。 

（11）補助事業者は、中小会計要領又は中小指針に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用

に努めてください。また、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。 

（12）補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、県中央会の要求があったときは速やか

に遂行状況報告書を作成し、提出しなければなりません。 

（13）本事業の進捗状況確認のため、県中央会が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了

後、福岡県監査事務局による会計監査が入ることがあります。これらの検査により補助金の返還

命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

 

財産の帰属等  
  本事業を実施することにより知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。 

 

その他  
（１）補助金の支払については、原則として県補助金交付決定及び補助金の額の確定通知書を受けた

のち、県補助金の精算払請求書の提出による補助金額の確定後の精算払となります。なお、補助

金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対

象となります。 

（２）補助事業者が適正化法等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をし

た場合には、補助金の交付取消・返還を行うことがあります。 

（３）今回採択された事業者の方に、本事業に関係する調査をお願いすることがあります。また、補

助事業者となった場合、本事業終了後、必要に応じて本事業の成果の発表、事例集等への掲載に

対する協力をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。 
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福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型〈令和３年度完了分〉） 

に係る事務手続きの流れ 

 

時 期 補助事業者 県中央会 

 

① 令和３年４月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 令和４年１月３１日 
※交付申請期限を延長しております 

 

 

 

③ 令和４年１月～ 

 

 

 

 

 

 

 

(1)国補助事業の実施 

  ※実施開始は 3 月以前でも構いません 

 

(2)国補助事業の完了 

 

(3)国補助金 補助金額の確定 

＝確定通知書の受領 

※確定通知（国ものづくり補助金）を受領

した時点で県補助金事業の申請手続が可

能。確定通知書受領時に県中央会事務局ま

で連絡すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

県補助金交付申請 提出期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）県補助金交付決定及び

補助金の額確定通知〔様

式第２〕（申請書正式受

領後 30日以内交付） 

 

 

 

 

 

 

 

（7）県補助金支払 

※国補助金確定通知受領後、 

(4)県補助金交付申請書提出 

〔様式第１〕 

(6)県補助金精算払請求書提出 

〔様式第３〕 
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補助事業の手続き等の流れ                        

 交付申請から交付決定及び確定通知  

【重要】売上減少に係る確認 

  補助対象者の要件については以下のとおりとなっております。 

① 国補助金特別枠又は低感染リスク型ビジネス枠に採択されていること。 

② 令和２年２月から令和３年８月までに原則として売上高等が前年又は前々年同月と比較して

15％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年又は前々年同

期と比較して 15％以上減少していること。 

（１）交付申請の提出〔様式第１〕 

  国補助金の額の確定通知書が交付されたら、交付申請書及び関係書類を県中央会に提出してください。 

  ［提出部数：１部、提出先：県中央会 産業支援課］ 

  ※交付申請書に添付する書類 

〔1〕国補助金に係る交付決定通知書（写） 

〔2〕国補助金に係る額の確定通知書（写） 

〔3〕国補助金に係る実績報告書一式（写）（添付書類を含む） 

〔4〕売上高等が 15％以上減少したことを証する次のいずれかの書類 

① 売上高等の 15％以上減少についての報告書及び当該申出書の根拠資料（売上台帳、残高試

算表等） 

② 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づく市町村の認定書（写し） 

③ 中小企業信用保険法第２条第６項の規定に基づく市町村の認定書（写し） 

 

 （注１）提出する書類の控えを必ず補助事業者でも保管いただき、手続書類・経理証拠書類ととも

に保管・管理してください。 

 （注２）交付決定後に公募要領記載の要件違反が判明した場合は、原則として交付決定を取り消し

ます。 

（注３）〔4〕①について、見込みでの報告を行う場合は、１５％以上減少することが見込まれた時

点で報告書を提出していただく必要がありますので、県中央会にご連絡ください。 

 

（２）交付決定及び補助金の額の確定〔様式第２〕 

  交付申請で提出された書類を精査し、問題がなければ交付決定及び補助金の額を確定し、「様式

第２ 補助金交付決定及び額の確定通知書」を県中央会より通知します。 

 （注１）県中央会より「補助金交付決定及び額の確定通知書」を郵送しますので、補助事業関係書

類として紛失しないように保管してください。 

 

 補助金精算払請求から補助金入金  

（３）精算払の請求〔様式第３〕 

  「補助金交付決定及び額の確定通知書」を受領後、「様式第３ 補助金精算払請求書」により、

精算払の請求を行ってください。精算払の請求は、国補助事業の確定検査（精査）を受け、かつ、

補助金額の確定後でなければ行うことができません。「精算払請求書」受領後、県中央会より当該

補助事業者宛に精算払い（補助金額の振込）を行います。 

  ※精算払請求書に添付する書類 

〔1〕入金先口座の通帳コピー（表紙及び表後裏面） 

〔2〕次のいずれかの書類 

  ①国補助金精算払請求の事実が分かる書類 

  ②国補助金入金の事実が分かる書類（通帳該当ページのコピー） 
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 事業終了後について  

（４）取得財産の管理・処分 

① 取得財産等の管理 

  補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含

む。）により取得し、又は効用が増加した財産（取得財産等）については、補助事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図

ることが必要です。 

  補助事業者は、補助事業期間内に取得財産等があるときは、処分制限財産（補助事業によって取

得し又は効用が増加した単価５０万円（税抜き）以上の機械器具、備品及びその他財産）を除き、

補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間管理しなければなりません。 

 （波線部について：令和 4年 3月 31日までの補助金入金→令和 4.5.6.7.8年度まで） 

② 取得財産の処分 

  補助事業終了後、取得財産等のうち、処分制限期間において、補助事業によって取得し又は効用

が増加した単価５０万円（税抜き）以上の機械器具、備品及びその他財産（処分制限財産）を処分

（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等）しようとす

る場合、「国補助金」は事前に「財産処分承認申請書」を全国中央会に提出し、「財産処分承認通

知書」による全国中央会の承認を受けなければなりません。その承認後に処分を行うことができま

す。県補助金では国補助金の状況により届出、承認に関する書類を提出することとなります。 

また、補助事業期間終了後に補助対象者に該当しなくなった場合についても、処分制限財産につ

いて財産処分となります。「財産処分承認申請書」の作成の前に、まずは全国中央会及び県中央会

までご連絡くださいますようお願いします。事前に承認を得ずに処分した場合は交付決定が取り消

される場合があります。 

 （注１）処分制限期間とは、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）及び経済産業大臣が定める期間を指します。 
 
  なお、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、その収入額（譲渡等によ

る処分時に、処分価格を複数の見積書の徴取により算出できる場合、見積価格の高い額）又は、残

存簿価相当額を基にした計算式により算出した「県補助金」の全部又は一部に相当する金額を県中

央会が指定する口座に納付していただきます。 

  災害等により取得財産を使用できなくなった場合等も、まずは県中央会までご連絡ください。 

（５）事業承継の申請 

  個人事業から法人成りや合併等により事業を承継する場合には、全国中央会、県中央会にご連絡

ください。承認申請の手続き等が必要となります。 

 

補助事業実施中の注意事項                        

 経理担当者や補助事業全体を統括する方は本項目を必ず熟読願います。 

（１）伝票類等の整理・保管について 

 ① 補助金関係手続きの整理・保管について 

   補助事業に関係する書類について、わかりやすいよう下記順序で整理・保管をしてください。 

整理・保管すべき手続き書類例（ア・イは該当する書類のみ） 

 ア．売上高減少に関する報告書（控） 

 イ．中小企業信用保険法第２条第５項第４号または第２条第６項の規定に基づく市町村の認定書 

 ウ．補助金交付申請書（控） 

 エ．補助金交付決定及び額の通知書 ※ 県中央会から交付 

 オ．補助金精算払請求書（控） 
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② 経理証拠書類の整理・保管について 

   伝票類は、補助事業に係ったものだけを抽出し、機械装置費等の種別（費目別）・物件別に時

系列に整理・保管してください。 

   また、経理証拠書類は補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間は適切に保管してくだ

さい。 

（２）補助対象物件等の整理・保管について 

  伝票類の整理・保管以外にも、整えるべき書類や補助対象物件等がありますので、これらの書類

等については、経理証拠書類である伝票類と同様に「福岡県生産性革命支援補助金 R2 補正」と記

載したファイルに綴じこむ等、経理担当者とも連携の上、補助事業の完了の日の属する年度の終了

後５年間、適切に整備・保存をお願いします。 

  また、書類以外の補助対象物件にはその旨のラベル等を貼付して管理します。なお、「機械装置

等」を購入した場合には、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」

（昭和５３年８月５日通商産業省告示第３６０号）及び「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）に基づき、補助事業実施期間後であってもその当該償

却期間は、責任を持って整備・保管してください。 

  さらに、補助事業期間内はもちろん、財産処分制限期間においては、全国中央会及び県中央会の

承認なく、①補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付、②担保に供する処分、

廃棄等をすることはできませんのでご注意ください。 

   補助事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備

してください。また、機械装置等は、納品前（据付前）と納品後（据付後）の写真を撮っておい

てください。他の機械装置等に組み込まれる場合は、その状況がわかるように写真を撮っておい

てください。 

 

補助事業終了後の義務                          

（１）財産処分について 

  国及び県補助金事業によって取得し又は効用が増加した単価５０万円（税抜き）以上の機械装置

等の財産は、補助事業終了後も処分制限期間内は保管する義務があります。それらを処分（補助金

の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等）しようとする場合は、

事前に「財産処分承認申請書」を提出し、「財産処分承認通知書」による全国中央会の承認を受け

なければなりません。事前に全国中央会に申請を行って、承認を得なければ処分することができま

せん。 

  ただし、本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産（機械装置等）を転用

（財産の所有者の変更を伴わない目的外使用（成果活用型生産転用）をいう。）する場合は、「取

得財産の処分承認申請書」によって事前に全国中央会へ申請を行い、承認を受ければ、補助金の一

部に相当する金額を国庫納付する義務が免除されます（収益納付が免除される訳ではありません）。 

① 国及び県補助金事業により取得し、又は効用が増加した財産の処分制限期間については、国補助

金交付規程に定めている「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日大

蔵省令第１５号）及び「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」

（昭和５３年８月５日通商産業省告示第３６０号）並びに補助事業等により取得し又は効用の増

加した財産の処分等の取扱いについて（平成１６・０６・１０会課第５号）のとおりとします。

補助事業者が処分制限財産を目的外使用する場合は、県中央会の承認を要します。 

② 補助事業期間終了後に補助対象者に該当しなくなった場合は、処分制限財産について財産処分と

なり、残存簿価相当額または時価（譲渡額）のいずれか高い額で補助金の返納をしていただく必

要があります。 

③ 災害等により取得財産を使用できなくなった場合等は、まずは県中央会までご連絡くださいます

ようお願いします。 
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（２）補助対象物件の転用について：補助事業により取得し、効用が増加した処分制

限財産の成果活用型生産転用 

（３）事業化状況・知的財産権等報告書の提出（補助事業年度終了後５年間） 

（４）収益納付 

（５）補助事業に関する情報の変更等 

 ① 補助事業の承継 ② 補助事業者の社名や所在地等の変更 

（６）不正、不当な行為に対する処分 

  監査等において、次のような不正、不当な行為が確認された事業者は、補助金交付決定の取消し

や加算金を賦した上、補助金の返還を行っていただくことがあります。補助事業の目的に沿い、適

切に執行してください。 

 

上記、補助事業終了後の義務に記載の（1）から（6）については「国補助金」事業に 

おいて必ず手続きを要するものです。県補助金においても関連して手続きを要しますの

で併せて県中央会へもご連絡をお願いいたします。 

また、補助事業終了後の義務を含め「県補助金」事業の実施期間中及び本交付規程に

て定められた期間において、「国補助金」事業での変更や承認を受けた場合の提出及び

関連する資料については、必要に応じ県中央会に提出しなければなりません。 
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福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））交付規程 

 

令和３年４月１日制定 

福岡県中小企業団体中央会 

 

（通則） 

第１条 福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

（以下「県補助金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号。）および補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号。）、福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援

型（令和３年度完了分））（２技振第１３６７号。）、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡

県規則第５号。以下「規則」という。）、ならびにその他の法令の定めによるほか、全国中小企業

団体中央会の定めるものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程ならびにこの規程

の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「全国中央会」、「県中央会」、「補助事業」、「国補助金」、「補助

事業者」とは、次の各号の定めるところによる。 

（１）「全国中央会」とは、全国中小企業団体中央会をいう。 

（２）「県中央会」とは、福岡県中小企業団体中央会をいう。 

（３）「補助事業」とは、令和元年度補正・令和２年度補正ものづくり・商業・サービス生産性

向上促進補助金（特別枠又は低感染リスク型ビジネス枠）事業をいう。 

（４）「国補助金」とは、令和元年度補正・令和２年度補正ものづくり・商業・サービス生産性

向上促進補助金（特別枠又は低感染リスク型ビジネス枠）をいう。 

（５）「補助事業者」とは、次に掲げる要件を全て満たす事業者をいう。 

（ア）全国中央会が補助事業の公募を行い、全国中央会が別に定める審査基準に基づいて採択

し、福岡県内に事業実施場所を有する事業者（単独または複数の事業者）。 

（イ）国補助金に採択された事業を令和３年度中に実施し、当該年度に国補助金の額の確定を

受けた事業者。 

（ウ）新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、令和２年２月から補助事業終了までに

原則として売上高等が前年又は前々年同月と比較して１５％以上減少しており、かつ、そ

の後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年又は前々年同期と比較して１５％以上減少

となる事業者。 

 

（交付の目的） 

第３条 県補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が１５％以上減少するといっ

た被害を受けながらも、国補助金を活用して、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴

的な影響を乗り越えるために前向きな設備投資等の事業に取り組む県内に事業実施場所を有する事

業者の自己負担分の一部を県が補助することにより、業績回復を目指す取り組みを支援することを

目的とする。 

 

（交付の対象および補助率） 

第４条 補助事業者に交付する県補助金の交付対象は、補助事業者が行う設備投資等の補助事業を実

施するために必要な経費のうち、国補助金交付の対象として全国中央会が必要と認める経費（以下

「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において交付する。ただし、交付決定若しく

は実績報告の内容に記載された金額のいずれか低い方の額とする。 

２ 前項の補助対象経費については、県中央会長が別に定める期間内に国補助金の額の確定を受けた

ものでなければならない。   

３ 補助率は１２分の１以内とし、補助上限額を１，２５０，０００円とする。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助事業者は、県補助金の交付を受けようとするとき、補助金交付申請書（様式第１）に必

要な書類（以下「添付書類」という。）を添えて、県中央会会長が別に定める期間内に、県中央会

会長に提出しなければならない。 
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（交付決定及び補助金の額の確定） 

第６条 県中央会会長は、県補助金の交付の決定に当たっては、国補助金の補助対象経費の１２分の

１の額（１円未満切り捨て）を上限とする。 

２ 県中央会会長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決

定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第２）により補助金の申請者に通知するもの

とする。 

３ 前条の規定による補助金交付申請書を受領してから、当該申請に係る前項による交付決定及び額

の確定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

４ 県中央会会長は、第２項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ、中止または廃止の届出） 

第７条 前条第２項の規定による交付決定及び額の確定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、全国中央会会長に対し、国補助金の申請の取下げを行った場合、又は補助事業の中止

（廃止）承認申請書を提出し承認を受けた場合は、速やかにその旨を県中央会会長に届け出なけれ

ばならない。 

 

（補助金の支払） 

第８条 補助事業者は、国補助金の請求を行ったときは、速やかに県補助金に係る補助金精算払請求

書（様式第３）および国補助金精算払い請求の事実が分かる書類、又は、国補助金の入金の事実が

分かる書類を県中央会会長に提出しなければならない。 

２ 県中央会会長は、前項の報告を受けた場合には、提出された書類の審査を行い、国補助金の申請

内容が間違いないと認めたときは、第６条第２項の県補助金の確定額を支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 県中央会会長は、第７条の申請の取下げ、中止または廃止の届出がなされた場合または次の

各号の一に該当する場合には、第６条第２項の交付の決定を取り消すことができる。 

（１） 県中央会会長が別に定める期日までに、県補助金が請求されなかった場合。 

（２） 全国中央会会長が定めた期日までに国補助金が請求されなかった場合。 

（３） 国補助金請求後に何らかの事由により全国中央会から国補助金が支払われなかった場合。 

 

（県補助金の返還等） 

第１０条 補助事業者は、次の各号のいずれかによる国補助金の返還または補助金相当額の納付を行

ったときは、補助金返還等届出書（様式第４）を速やかに県中央会会長に提出しなければならない。 

（１）消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還 

（２）交付決定の取り消し等に伴う国補助金の返還 

（３）取得財産等の処分に伴う収入の納付 

（４）収益納付に伴う国補助金相当額の納付 

２ 県中央会会長は、前項の報告があった場合には、県補助金の全部または一部の返還を命ずる。 

３ 前項の県補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助事業において取得した個人情報の取扱い） 

第１１条 補助事業者は、補助事業によって取得した個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号

により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、

善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

２ 補助事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）個人情報を第三者（補助事業の目的の範囲内で、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合

等を除く。）に提供し、またはその内容を知らせること。 

（２）個人情報について、補助事業の目的の範囲を超えて使用し、複製し、または改変すること。 

３ 個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関

する事項等の安全管理に必要な事項について定め、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
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４ 補助事業者は、個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識し

た場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、当該事実が発生した旨、

被害状況、復旧等の措置および本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への対応

等について直ちに会長に報告し、その指示に従わなければならない。 

５ 補助事業者は、個人情報以外に、自ら収集または作成した個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づいて取り扱うこととする。 

 

（国補助金関連書類の提出） 

第１２条 補助事業者は、第５条に規定する補助金交付申請書を提出したときから令和８年度末まで

の期間において、県中央会会長から要請を受けたときは、国補助金に係る提出書類の全部または一

部の写しを提出しなければならない。 

 

（関係書類の保存） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の経理について、収支等が明確になる書類を整備し、当該事業を

実施した年度の終了後５年間、県中央会会長の要求があったときは、いつでも閲覧に供することが

できるように保存しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、県中央会会

長が別に定める。 

 

附 則（令和３年４月１日 決定） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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規程に定める様式 

 
様式第 1 県補助金交付申請書 補助事業者 → 県中央会 

様式第 2 県補助金交付決定通知及び額の確定通知書 県中央会 → 補助事業者 

様式第 3 県補助金に係る補助金精算払請求書 補助事業者 → 県中央会 

様式第 4 県補助金返還等届出書 補助事業者 → 県中央会 

     

 （売上減少に関する報告書書式）    

別添様式 1  補助事業者 → 県中央会 

別添様式 2  補助事業者 → 県中央会 

別添様式 3  補助事業者 → 県中央会 

別添様式 4  補助事業者 → 県中央会 
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（様式第１） 

令和  年  月  日 

福岡県中小企業団体中央会 

会長  桑野 龍一 殿 

住 所                

名 称                

代表者の役職・氏名      印   

              

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

交付申請書 

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

交付規程第５条の規定に基づき、上記補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（特別枠又は低感染リスク型ビジネ

ス枠）（国補助金）に採択された補助事業で行う事業名 

 

                                          

 

２．国補助金の補助対象経費 

※交付決定若しくは実績報告の内容に記載された金額のいずれか低い方の額 

※事業再開枠における「感染防止対策費」は除く 

                            

            円 

３．補助金交付申請額（単位は円とし算用数字を用いること。２．の補助対象経費の    

１／１２以内（※ただし、１２５万円を上限とする）、円未満切捨て） 

         円 

 

４．添付書類（（１）～（３）については関係書類若しくはその内容を証する書類） 

（１）国補助金に係る交付決定通知書（写） 

（２）国補助金に係る額の確定通知書（写） 

（３）国補助金に係る実績報告書一式（写）（添付書類を含む） 

（４）売上高等が１５％以上減少したことを証する次のいずれかの書類 

  ①売上高等の１５％以上減少についての報告書（別添様式）及び当該申出書の根拠

資料（売上台帳、残高試算表等） 

  ②中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づく市町村の認定書（写し） 

  ③中小企業信用保険法第２条第６項の規定に基づく市町村の認定書（写し） 
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（様式第２） 

発番 

令和  年  月  日 

 

           殿 

 

福岡県中小企業団体中央会      

会長  桑野 龍一    印    

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分）） 

交付決定及び額の確定通知書 

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

交付規程（以下「交付規程」という。）第５条の規定により、令和 年 月 日付けで申請のあ

りました福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了

分））については、次のとおり交付することを決定し、併せて確定しましたので、交付規程

第６条第２項の規定により通知します。 

 

 

１．補助金の交付の対象となる事業の内容は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進

補助金交付決定通知書記載のとおりとする。 

 

２．県補助金の額は、次のとおりとする。 

 

補助金の額 金           円 

 

３．県補助金の確定額は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の補助対象経

費の１／１２（ただし、１２５万円を上限）とする。 

 

４．補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律および同法施行令、経

済産業大臣の定めるものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付要綱、ならび

に福岡県補助金等交付規則、福岡県の定める福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小

企業設備導入支援型（令和３年度完了分））交付要綱、全国中小企業団体中央会会長の定

めるものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程、本交付規程で定めると

ころに従わなければならない。 

 

５．補助金交付にあたり必要と認められる場合は、本補助金関係書類の他、ものづくり・商

業・サービス生産性向上促進補助金に係る関係書類（写し）について、福岡県へ提供する

ことができるものとする。 
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（様式第３） 

令和  年  月  日 

福岡県中小企業団体中央会 

会長  桑野 龍一 殿 

住 所                

名 称                

代表者の役職・氏名      印   

              

 

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

精算払請求書 

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

交付規程第８条第１ 項の規定に基づき、補助金を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（国補助金）の補助対象経費 

 

                                       円 

 

２．県補助金の請求金額 

（１．の補助対象経費の１／１２（ただし、１２５万円を上限とする）、円未満切捨て） 

 

                                       円 

 

３．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号および預金の名義（カタカナ） 

振込先金融機関名：          金融機関コード（４桁）：          

支 店 名：          支店コード（３桁）：          

預 金 の 種 別：          口 座 番 号：          

預金の名義（カタカナ）：           

 

４．添付書類 

（１）入金先口座の通帳コピー（表紙及び表紙裏面） 

（２）次のいずれかの書類 

   ①国補助金精算払請求の事実が分かる書類 

   ②国補助金入金の事実が分かる書類（通帳該当ページのコピー） 
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（様式第４） 

令和  年  月  日 

福岡県中小企業団体中央会 

会長  桑野 龍一 殿 

住 所                

名 称                

代表者の役職・氏名      印   

             

 

福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了分））

返還等届出書 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の返還または収入等の納付を行いまし

たので、福岡県中小企業生産性革命支援補助金（中小企業設備導入支援型（令和３年度完了

分））交付規程第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の返還または収入等の納付事由 

☐ 消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還 

☐ 交付決定の取り消し等に伴う国補助金の返還 

☐ 取得財産等の処分に伴う収入の納付 

☐ 収益納付に伴う国補助金相当額の納付 

 

２．国補助金の返還額または収入等の納付額（単位は円とし、算用数字を用いること。） 

 

                       円 

 

３．全国中央会への送金日 

 

令和  年  月  日 

 

４．添付書類 

  全国中央会への補助金返還額及び収入等の納付額の確認ができる書類の写し 



（別添様式１）

①基準月の売上高等

該当する方の□欄にチェック（※１）

□前年同月

または

□前々年同月

　　　　　年　     月 円 　　　　　年   　 月 円

基準月の売上高等の減少率

（ Ｂ － Ａ ）

Ｂ

（15％以上減少）

②基準月とその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等の見込み又は実績

該当する方の□欄にチェック（※１）

（①で選択したものと同じ）

□前年同月

または

□前々年同月

　　　　　年　　　月 円 　　　　　年　　　月 円

　　　　　年　　　月 円 　　　　　年　　　月 円

合　計 円 合　計 円

（※２）Ｃ欄には、実績が既に出ている場合には、実績を記入すること。

（Ａ＋Ｃ） 円 （Ｂ＋Ｄ） 円

（ Ｂ + Ｄ ）－（ Ａ + Ｃ ）

Ｂ + Ｄ

（15％以上減少）

※①②ともに１５％以上の減少率であること

※根拠資料：月別売上高が確認できる売上台帳、確定申告書の控え等

令和　　年　　月　　日

上記につき相違ありません

所在地

企業名 事務局確認欄

代表者名

金　額 金　額

（※１）前年同月か前々年同月のどちらを選択するかは、「売上高等が15％以上減少した事業
者の考え方」をご覧ください。

金　額基準月の後2ヶ月間 金　額

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する
売上高等の１５％以上減少についての報告書

×100＝ ％減少率

A（売上高等　実績） Ｂ（売上高等　実績）

減少率 ×100＝ ％

Ｃ（売上高等　見込み又は実績（※２）） Ｄ（売上高等　実績）

基準月を含む3ヶ月間の売上高等見込み又は実績の減少率

基準月
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（別添様式２）

○基準月の売上高等

基準月 金　額 基準月の前2ヶ月 金　額

年　　　月 円 年　　　月 円

年　　　月 円

基準月の売上高等の減少率

（（A＋B）－Ａ×３）

A＋B

（15％以上減少）

※根拠資料：月別売上高が確認できる売上台帳、確定申告書の控え等

令和　　年　　月　　日

上記につき相違ありません

所在地

企業名

代表者名

事務局確認欄

減少率 ×100 ＝ ％

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する
売上高等の１５％以上減少についての報告書

本様式は「業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の
前年又は前々年との比較が困難な事業者」が使用する。

A（売上高等　実績） Ｂ（売上高等　実績）

Ｂ　合　計 円
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（別添様式３）

①基準月の売上高等

基準月 金　額 金　額

　　　　　年　　　月 円 円

基準月の売上高等の減少率

（Ｂ－Ａ）

Ｂ

（15％以上減少）

②基準月とその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等の見込み又は実績

基準月の後2ヶ月間 金　額

　　　　　年　　　月 円

　　　　　年　　　月 円

合　計 円

（※）Ｃ欄には、実績が既に出ている場合には、実績を記入すること。

B×3 円 A＋C 円

（Ｂ×3）－（Ａ+Ｃ）

Ｂ×3

（15％以上減少）

※①②ともに１５％以上の減少率であること

※根拠資料：月別売上高が確認できる売上台帳、確定申告書の控え等

令和　　年　　月　　日

上記につき相違ありません

所在地

企業名

代表者名

事務局確認欄

Ｃ（売上高等　見込み又は実績（※））

基準月を含む3ヶ月間の売上高等見込み又は実績の減少率

減少率 ×100＝ ％

減少率 ×100＝ ％

本様式は「業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の
前年又は前々年との比較が困難な事業者」が使用する。

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する
売上高等の１５％以上減少についての報告書

A（売上高等　実績） Ｂ（売上高等　実績）

令和元年12月

22



（別添様式２）

①基準月の売上高等

基準月 金　額 金　額

　　　　　年　　　月 円 令和元年10月 円

令和元年11月 円

令和元年12月 円

Ｂ　合　計 円

基準月の売上高等の減少率

（B－Ａ×３）

B

（15％以上減少）

②基準月とその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等の見込み又は実績

基準月の後2ヶ月間 金　額

　　　　　年　　　月 円

　　　　　年　　　月 円

合　計 円 A＋C 円

（※）C欄には、実績が既に出ている場合には、実績を記入すること。

Ｂ－（Ａ+C）

Ｂ

（15％以上減少）

※①②ともに１５％以上の減少率であること

※根拠資料：月別売上高が確認できる売上台帳、確定申告書の控え等

令和　　年　　月　　日

上記につき相違ありません

所在地 事務局確認欄

企業名

代表者名

C（売上高等　見込み又は実績（※））

基準月を含む3ヶ月間の売上高等見込み又は実績の減少率

減少率 ×100＝ ％

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する
売上高等の１５％以上減少についての報告書

A（売上高等　実績） Ｂ（売上高等　実績）

減少率 ×100＝ ％

本様式は「業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の
前年又は前々年との比較が困難な事業者」が使用する。
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