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【記載例】記載内容自体はサンプルです。

Point1 事業の背景・目的と計画概要
交付申請時の計画内容、事業の背景や目的な
ども記載します。

Point3 実施成果
図・グラフ・写真などを活用して、補助事業
の成果を分かりやすく記載します。

Point2 実施経過と取組内容
実際に行った実施経過と、その具体的な取組
内容を記載します。

６．

（４）『様式第６の別紙１ 実績報告書』の作成 ６～１０

令和2年〇月〇日～令和2年□月□日
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【記載例】

Point6 試作品

開発した試作品やサービスがある
際は、その詳細を記載します。

Point4 定量的データ

生産の効率化や加工精度向上など、効果を定量的
に示し、どのような目標を達成したのかを具体的
に分かりやすく記載します。

Point5 購入した機械装置等

機械装置ごとに内容を記載します。
活用方法には購入理由や活用の成果
を記載します。

Point7 専門家の活用

専門家を活用した際は、（5）に記載すると
ともに、（1）にも専門家の活用がどのよう
に事業に寄与したかを具体的に実施日ごと
に記載します。

Point10 事業化に向けた売上計画

今後の事業化の見込みについて、目標時期、
売上規模、価格などがわかる売上計画表を記
載します。

Point8 事業化スケジュール

補助事業終了後５年間の事業化スケジュール
を記載します。

（４）『様式第６の別紙１ 実績報告書』の作成 ６～１０

Point11 その他の費用に関する記載

広告宣伝・販売促進費、感染防止対策費の支出がある場合は、それら
についても、効果や使用実績等を記載します。

Point９ 生産転用の予定

単価５０万円（税抜き）以上の機械設備
を、本事業の成果を活用して実施する事
業に転用（成果活用型生産転用）する予
定がある場合は、目的、転用時期・生産
転用する物件について記載します。



26

（５）その他の必要な書類の作成

■様式第７ 取得財産等管理台帳

➢ 取得価格または効用の増加価格が単価50万円（税抜き）以上となる取得財産
が対象です。

Point3 保管場所
および設置場所

具体的な住所を記載
します。

Point5 耐用年数

減価償却の国税庁の耐用
年数表を参考にします。
（会計上の耐用年数）

Point2 取得年月日

納品書に記載した検収日を記
入します。納品が複数回ある
場合は最後の納品書に記載し
た検収日を記入します。

試作品は完成日を記入します。

Point4 試作品の計上

原材料費、外注費などの試作
原価が試作品1個あたり税抜き
50万円以上の場合に記載しま
す。

Point1 金額

費目別支出明細書に記
載する補助対象経費の
金額に合わせます。

Point6 類型・種類

表下の（注7）から１つ
選択して記載します。
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■写真（参考様式14 画像データ添付用台紙）

➢ 対象経費ごとに複数の写真（画像データ）の提出が必要です。

（機械装置費、原材料費、試作品・加工品、広告、感染防止対策費）

写真写真

写真写真

■参考様式８ 専門家業務報告書

➢ 専門家による指導や、導入する知的財産権の権利保有者による指導を受けた
場合は、指導者本人に報告書を作成してもらいます。報告書は指導日ごとに
必要です。（専門家経費、技術導入費）

<参考様式１４>

①設置前のスペース ②搬入時の機械装置 ③送付伝票 ④設置後の機械装置

①～④の写真すべてを添付してください。（複数ページとなっても構いません。）

管理No

機 械 装 置

機械装置名

Point3 該当品名
何の画像か分かるように、
管理No.と品名を記載します。

＜参考様式８＞ 

 

専門家業務報告書 
 

専門家 氏名（             ） 

実施年月日   平成  年  月  日 

実施時間    時  分～  時  分 

 調査・指導対象先の概要（資料を添付のこと） 

 （名 称） 

 （住 所） 

 （面談者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査・指導事項と調査・指導の経過概要 

 ＊ 当日の資料を添付してください。 

 ＊ 専門家経費の支出対象日※ごとに作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 支出対象日とは、支出対象となる調査・指導の実施日をいいます。 

納品時

設置前 設置後

送付伝票

Point1 各場面の写真
場面ごとに必要な写真を全
て貼付し、それぞれどの場
面かを記載します。

Point2 全体像
対象品の全体がわかるよう
に撮影します。原材料など
複数あるものは個数が分か
るように全て並べて撮影し
ます。

Point2 指導の内容

どのような指導をしたのか、具体的に
分かりやすく記載します。

Point1 作成者

専門家や権利保有者など、実際に指導
をした本人に作成してもらいます。

（５）その他の必要な書類の作成

画像

画像 画像

画像
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■出納帳と通帳コピー

➢ 出納帳と通帳コピーは両方必要となります。

➢ 出納帳は補助事業に要した経費のすべての内容を確認し、通帳コピーはそれ
らが実際に正しく支払われているかを確認します。

＜通帳がある場合＞
以下の両方が必要です。
・表紙（金融機関名、口座名義人、口座番号を確認）
※表紙で口座名義人等が確認できない場合は、表紙裏の見開き
部分も用意願います。

・対象のページ（支払日、支払金額を確認）

●出納帳
以下のように預金出納帳を参考様式１２で作成してください。
現金払いがある場合は、現金出納帳も作成してください。

（三井住友銀行の例）

表紙
（みずほ銀行の例） 対象のページ

Point2 管理No.
補助事業に要した経費が確認できるよう、該当箇所に“機-１”などの
管理No.を記入してください。
補助事業に要した経費と関係ない箇所は塗りつぶしても構いません。

＜通帳がない場合＞
当座預金などで冊子としての通帳がない
場合は、当座勘定照合表など、通帳に相
当する証拠書類を提出してください。
（支払日、支払金額、取引先口座、口座
名義人が補助事業者であることを確認）

（５）その他の必要な書類の作成

●通帳コピー

Point1 収入欄の1行目
補助事業に要した経費（税込
み）の合計額を記入します。
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＜参考様式１３＞

（例１）源泉所得税を毎月納付している場合
摘　　要 借　　方 貸　　方 残　　高

9 28 専門家経費 源泉徴収預り金 8,168 8,168

10 10 ９月分源泉徴収預り金支払 8,168 0
10 31 専門家経費 源泉徴収預り金 4,084 4,084
11 10 １０月分源泉徴収預り金支払 4,084 0
11 30 専門家経費 源泉徴収預り金 4,084 4,084

月　日

■預り金元帳と納付書コピー

➢ 技術導入費や専門家経費などで個人事業主と取引した場合のみ、源泉所得税
の預かりと支払いを行ったことがわかる書類の提出が必要です。

●納付書コピー
預り金支払いの証拠書類として納付書のコピーを提出してください。

●預り金元帳
以下の例のように、預り金元帳を参考様式１２で作成してください。
源泉所得税の「預かり額」と「納付額」を、預り金の仕訳計上時や税務署へ納付
するタイミングで記載してください。

Point3 合計金額

納付書の合計金額は、補助金に係る所得税だけでなく、
従業員給与に係る所得税も含まれますので、預り金元
帳の金額と異なっても問題ありません。

Point1 残高

11/30に補助事業が完了した場合、11月に預かった額
は12月に納付予定ですので、残高として残ります。

Poin2 残高

11/30に補助事業が完了した場合、9～11月に預かっ
た額は翌年1月に納付予定ですので、残高として残り
ます。

（例２）源泉所得税の納期の特例を受けている場合(年２回7月と翌年1月に支払うケース)
摘　　要 借　　方 貸　　方 残　　高

9 28 専門家経費 源泉徴収預り金 8,168 8,168

10 31 専門家経費 源泉徴収預り金 4,084 12,252
11 30 専門家経費 源泉徴収預り金 4,084 16,336

月　日

＜参考様式１２＞

（５）その他の必要な書類の作成
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＜参考様式１＞

品名：

年 月 日 単位 入庫量 出庫量 在庫量 使用者 責任者 備考

30 9 22 kg 100 100 田中 ㊞

30 9 25 kg 20 80 田中 ㊞

30 10 1 kg 30 50 田中 ㊞

30 10 1 kg 40 10 田中 ㊞

㊞

㊞

㊞

90出庫量合計

補助対象物件受払簿

管理№ 材-2 材料Ｂ　　　　

確認印
確認印
確認印

確認印

■補助対象物件受払簿

➢ 補助対象物件受払簿は、補助事業で実際に使用した数量の証拠書類となります。

➢ 原材料費は全ての品目に必要です。外注費として試作品開発に必要な原材料等
の再加工を行った場合、広告宣伝・販売促進費によるパンフレットや感染防止
対策費でマスクなどの「消耗品」も必要となります。また、機械装置費では、
機械装置等設備を製作する場合の部品に必要となります。

Point2 実際の使用量

補助対象は、購入数100㎏ではなく
使用数（出庫量合計）90㎏のみです。
費目別支出明細書の数量には90㎏と
記入してください。

20

20

20

20

（５）その他の必要な書類の作成

Point1 入庫日

入庫日は、検収日を記載します。
納品書の検収印の日付と一致さ
せてください。
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■備品管理台帳（感染防止対策費で購入・取得した物件のみ）

➢ 備品管理台帳は、感染防止対策費で購入・取得した単価50万円未満の設備等
（備品）を記載するものです。（単価50万円以上の物件については、「様式
第７ 取得財産等管理台帳」に記載してください。）

➢ 感染防止対策費で購入・取得するもののうち、消毒液などの「消耗品」につい
ては、補助対象物件受払簿に記載してください。

Point1 備品名

備品名と内容及び仕様等詳細欄
は一致させてください。

（５）その他の必要な書類の作成
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■ 様式第６の別紙３

➢ 交付申請時に作成した補助事業計画書の別紙「クラウドサービスの内容」を転
記します。

（５）その他の必要な書類の作成

Point1 補助対象金額の算定

補助対象となるのは、実施かつ支払いがすべて補助事業完了期限
までに完了したもののみです。

以下の場合は日割り計算します。

例）11月21日～12月20日使用分を前払いで11月21日に支払い、
補助事業完了日が11月28日であった場合は、11月21日～11月
28日までの金額を日割り計算して計上します。


