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申請の手引き 
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１ 事業の目的  

本事業は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって業況が悪化し，経営の維持向

上に支障をきたしている県内の中小企業・小規模事業者等が，本事業の活用により持続可

能な経営形態への転換など事業の再構築を図ることを目的としています。 

 

２ 補助対象者 

補助対象者は，次の（１）及び（２）の要件を満たす中小企業・小規模事業者等とします。 

（１） 県内に本店を有する法人又は県内に住所を有する個人事業主 

（２） 国の「令和二年度第三次補正 中小企業等事業再構築促進補助金 交付規程」 

  第２条（１）で定義する補助対象者のうち、次のア又はイに掲げる者 

 

ア 資本金又は従業員数（常勤）が下表の数字以下となる会社又は個人 

業種 資本金 
従業員数 

（常勤） 

製造業、建設業、運輸業 ３億円 300人 

卸売業 １億円 １００人 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く） 
5,000万円 １００人 

小売業 5,000万円 ５０人 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 
３億円 ９００人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円 300人 

旅館業 5,000万円 ２００人 

その他の業種（上記以外） ３億円 300人 

※１ 資本金は、資本の額又は出資の総額をいう。 

※２ 常勤従業員は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）上の「常時使用する

従業員」をいい、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第20条の規定に基づく「予

め解雇の予告を必要とする者」と解される。これには、日々雇い入れられる者、2 

か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて

使用される者、試みの使用期間中の者は含まれない。 

     ただし、次の(1)～(5)のいずれかに該当する者は、大企業（資本金10億円以

上）とみなす（みなし大企業）。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業

者から除く。 
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(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有し

ている中小企業者 

(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している

中小企業者 

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている

中小企業者 

(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)～(3)に該当する中小企業者が所

有している中小企業者 

(5) (1)～(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全

てを占めている中小企業者 

(6) 応募申請時点において、確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は

各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者 

※１ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従

業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当する。また、自治体等の公的機

関に関しても大企業とみなす。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等

をもって上記のみなし大企業の規定を適用しない。 

・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

※２ 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及ぶ。 

※３ 上記(3)の役員には、会社法第２条第１５号に規定する社外取締役及び会社法第３８

１条第１項に規定する監査役は含まれない。 

 

  イ 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項第６号～第８号

に定める法人（企業組合等）又は法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第二

に該当する法人（※１）若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみな

される法人（従業員数が 300 人以下である者に限る。）（※２）。 

 

※１ 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対

象となる。 

※２ 法人格のない任意団体（申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告を

している場合は申請可能）、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機

関から得ている法人は補助対象とならない。 
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【補助の対象とならない方】  

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する

暴力団又は暴力団員等に該当する場合  

・ 県税に未納がある場合（新型コロナウイルス感染症の影響により，徴収猶予の特例を受

けている場合を除く） 

・ 国の「事業再構築補助金」に採択されている場合 

・ 補助事業の実施場所が宮城県外の場合 

 

３ 補助対象要件 

① 事業計画を策定し県内で事業再構築に取り組むこと。 

② ２０２０年４月以降申請日の前月までのいずれか１ヶ月間の売上高が、 

2019年１月から２０２０年３月までの同月比で10%以上減少していること。 

 

なお、２０２０年４月１日から２０２１年１２月末までに創業された事業者で、対２０１９

年同月比が算出できない事業者については、創業特例の対象となる場合があります

ので、詳細については、県補助金事務局までお問い合せ願います。 

 

４ 事業再構築の要件 

本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、

「業態転換」、「事業再編」を指します。申請に当たっては、各類型の要件を満たす計画であ

ることが必要となりますので、 以下の類型確認フロー図を参考に、該当する類型の要件

を御確認ください。 
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５ 補助対象経費  

補助対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約（発注）を行い、補助対象事業実

施期間内に支払いを完了したものとなります。ただし、県補助金事務局から事前着手の承認

を受けた場合には、令和３年２月１５日以降に発生した経費についても補助対象とする場合が

あります。 

 

（１）対象経費の区分 

建物費 

（改修等） 

①専ら補助対象事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検

査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の改

修に要する経費 

②補助対象事業実施のために必要となる建物の改修に伴う撤去に要する経費 

③補助対象事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 

➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費（貸工場・貸店舗等の賃借

料、貸工場・貸店舗等への移転費等） 

※1 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）におけ

る「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象に

なりませんのでご注意ください。 

※2 建物の購入や単なる賃貸は対象外です。 

※3 ②、③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。 

※4 ③・④に係る経費は補助対象経費総額の1／2を上限として認められます。ま

た、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、

貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。 

機械装置・ 

システム構築費 

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査工具等）の

購入、製作、借用に要する経費 

②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、

借用に要する経費  

③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費  

※1 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）におけ

る「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、

「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意

ください。 ただし、新たな事業として移動販売や宅配を行う場合の車両（キッチン

カー、移動販売車、宅配車両等）に係る経費は、専用の設備を備えるなど構造上、

使用目的が本事業のみに限定されると認められる場合は、対象となる場合があり

ます。 

※2 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購



9 

 

入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。  

※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確

認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、

契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式によ

り算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。  

※4 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装

置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。  

※5 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置

の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。  

専門家経費 

 

補助対象事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 

※１ 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼

業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務に係る謝金に

ついては補助対象とすることができます（※２の謝金単価に準じるか、依頼内容に

応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要（ただし、１日

５万円が上限となります））。 

※２ 専門家の謝金単価は以下の通りとします（消費税抜き）。 

・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等：１日５万円以下 

・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等：１日４万円以下 

※３ 交通費、滞在費等は、補助対象外となります。 

※４ 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはでき

ません。 

※５ 様式第３号の４又は様式第３号の５の意見書の作成や応募申請時の事業計画の

作成を支援した外部支援者等に対する経費は、専門家経費の補助対象外となりま

す。 

運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 

※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとしま

す。 

クラウド 

サービス利用費 

クラウドサービスの利用に関する経費 

※１ 専ら補助対象事業のために利用するクラウドサービスやＷＥＢプラットフォーム

等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。 

※２ 具体的には、サーバーの領域を借りる費用（サーバーの物理的なディスク内のエ

リアを借入、リースを行う費用）、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助

対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になり

ません。 

※３ サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、

補助対象事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補
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助対象事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出さ

れた当該補助対象事業実施期間分のみとなります。 

※４ クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります（例：ルー

タ使用料・プロバイダ契約料・通信料等）。ただし、あくまでも補助対象事業に必要

な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなど

の本体費用は補助対象となりません。 

外注費 補助対象事業遂行のために必要な加工や設計（デザイン）・検査等の一部を外注（請

負、委託等）する場合の経費 

※１ 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。 

※２ 外注先との書面による契約の締結が必要です。 

※３ 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してく

ださい。 

※４ 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。 

※５ 外部に販売するための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。 

広告宣伝・ 

販売促進費 

補助対象事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告（パンフレット、動画、写

真等）の作成及び媒体掲載、展示会出展（海外展示会を含む）、セミナー開催、市場調

査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 

※１ 補助対象事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のＰＲ広告に関

する経費は対象外です。 

※２ 補助対象事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催される

ことが必要です。 

※３ 広告・宣伝に係る経費については ECサイト作成を除き、補助対象経費総額の 

１／２未満を上限とします。 

研修費 補助対象事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 

※1 経費については補助対象経費総額の１／２未満を上限とします。 

※2 補助対象事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となり

ます。 

※3 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に

①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての

情報を必ず記載してください（この５点が明記されていない場合や、不適切な訓練

や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできま

せん）。 

※4 研修受講以外の経費（入学金、交通費、滞在費等）は補助対象外となります。 

※5 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補

助・給付を重複して利用することはできません。 
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本事業では、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるよ

うな場合には、本事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上

する事業や、１つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等の場合、県補助金事務局

からその理由を確認させていただく場合があります。 

 

（２）補助対象経費全般にわたる注意事項 

① 補助対象とならない経費の例 

➢ 事務所等に係る家賃、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

➢ フランチャイズ加盟料 

➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウドサービス利用費に含まれる

付帯経費は除く) 

➢ 商品券等の金券 

➢ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新

聞代、団体等の会費 

➢ 飲食、娯楽、接待等の費用 

➢ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両（事業所内や作業所内のみで走行

し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く）の購入

費・修理費・車検費用 

    ただし、新たな事業として移動販売や宅配を行う場合の車両（キッチンカー、移

動販売車、宅配車両等）に係る経費は、専用の設備を備えるなど構造上、使用目的

が本事業のみに限定されると認められる場合は、対象となる場合があります。 

➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等

のための弁護士費用 

➢ 収入印紙 

➢ 振込等手数料（代引手数料を含む）及び両替手数料 

➢ 公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という）等） 

➢ 各種保険料 

➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

➢ 事業計画書･申請書･報告書等の県補助金事務局に提出する書類作成・提出に係

る費用 

➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリンタ、

文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具

等）の購入費 

➢ 事業に係る自社の人件費、旅費 

➢ 自社内部の取引によるもの 

➢ 共同事業者間の取引によるもの 
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➢ オークションにより購入したもの 

➢ 免許、特許等の取得費及び登録費 

➢ 各種キャンセルに係る取引手数料等 

➢ 保険診療に係る経費 

➢ クラウドファウンディングに係る手数料 

➢ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属

設備（太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど） 

➢ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

② 新型コロナ感染症対策に係る経費 

当該事業の実施に直接必要となるもので、かつ業種別ガイドラインに沿った経費に

限り対象となる場合があります。ただし消耗品は対象外となります。 

なお、当該経費が含まれる場合は、該当する業種・業態の「業種別ガイドライン」の写

しを添付の上、当該部分が分かるように、目印をつけてください。 

③ １件当たり１００万円を超える発注を行う場合 

１件あたり１００万円(税込)を超える発注を要するものについては、２社以上から見

積をとり、より安価な発注先を選んでください。ただし、発注する事業内容の性質上、

複数者から見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とするこ

との客観的合理性を説明するための理由書を提出いただくことにより、補助対象とし

て認める場合があります。 

④ 中古品を購入する場合 

購入単価が５０万円（税抜き）未満のものである場合には、補助対象となります。 

購入単価が５０万円（税抜き）以上の中古品を単価５０万円（税抜き）未満になるよ

うに分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。 

中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため，複数（２社以上）の中古品販売事

業者（個人からの購入や、オークション（インターネットオークションを含みます）による

購入は不可）から同等品についての見積（見積書、価格表等）を取得することが必要と

なります。 

ただし、発注する事業内容の性質上、複数者から見積をとることが困難な場合は、

該当企業等を随意契約の対象とすることの客観的合理性を説明するための理由書を

提出いただくことにより、補助対象として認める場合があります。 

⑤ 補助対象経費の支払方法 

自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可とします。また、

申請者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺（売掛金と買掛金の相殺

等）による決済は認められません。クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引

き落としが確認できる場合のみ認められます。決済は法定通貨でお願いします。仮想

通貨・クーポン・特典ポイント・金券・商品券の利用等は認められません。 
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⑥ 電子商取引等について 

インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠資料等に

よって支払金額が確認できる経費」のみが対象となります。取引相手先によく確認し、

補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで

調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類（取引画面を印刷したもの等）を整理・

保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。 

実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が

確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額

が判明する書類が提出できない等の場合には、補助対象となりません。 

また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの

支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠と

なる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。 

⑦ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定

してください。 

⑧ 事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な

根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当

と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、県補助金事

務局から補助対象経費の見直しを求めます。 

⑨ 補助対象事業により改修した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する

ことは原則として認められません。補助対象事業遂行のための必要な資金調達のた

めに担保権の設定が必要な場合は、事前に県補助金事務局に相談してください。 

⑩ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに

取り組む事業が１次産業（農業、林業、漁業）である事業については補助対象外となり

ます。 

⑪ 公序良俗に反する事業は補助対象外となります。 

⑫ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項及び同条第１３項第２号により定める事業は補助対象外となります。 
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６ 補助率及び補助金額 

項目 要件 

補助金額 ５０ 万円 ～ ５００ 万円 

補助率 2/3以内 

補助対象事業実施期間 交付決定日～令和４年１２月３１日（土）まで 

 

【補助イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

（例）事業費７５０万円で新しい取組みを実施する場合

県の「中小企業等事業再構築支援事業」を活用しない場合…

本来７５０万円かかる事業再構築の取組みが

自己資金２５０万円で可能に

自己資金
２５０万円

自己資金
７５０万円

県の「中小企業等事業再構築支援事業」を活用すると…

県の補助
５００万円

2/3 1/3
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７ 補助金交付までの流れ  

宮城県中小企業等事業再構築支援補助金（県独自補助)の申請は，次の補助対象事業実

施フロー図のとおりの手順で実施します。 

【補助対象事業実施フロー図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   本手引き書P１７～２１に記載の書類を提出いただきます。 

2.   県補助金事務局において事業計画書等の内容を確認し、確認事項等がある場合

に、内容確認をします。 

3.   提出いただいた事業計画書等の記載に基づき、審査を行います。 

4.   審査の結果について通知します。 

5.   事業計画に従い事業を進めていただきます。 

6.   県補助金事務局から事業の進捗状況について確認を行う場合があります。 

7.   事業完了後に、県補助金事務局宛てに事業実施の報告をしていただきます。 

８・9.  補助事業の完了検査により、交付する補助金の額を確定し，額の確定通知を送付

します。 

10.   額の確定した後，補助金をお支払いします。 

 

事
業
者 

県補助金 

事務局 

1.交付申請書提出（メールもしくは郵送） 

2.事業計画書の内容確認 

4.審査結果（通知書送付） 

採
択
事
業
者 

5.事業計画履行 

6.事業計画進捗確認 

（概ね２ヶ月に１回程度） 

７.事業実施報告書 

8.事業完了検査 

９.交付額決定（額の確定通知送付） 

10.補助金振込 

3.審査 
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８ 申請方法  

（１） 申請方法   

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から，原則として電子メール又は郵送

での受付とします。 

 

（２） 申請期限 

令和４年５月３１日（火） 電子メール：当日受信有効，郵送：当日消印有効 

 

（３） 提出先 

■電子メールの場合 

提出書類を下記宛てにお送り願います。 

なお，件名は，「県独自補助（申請者名を記載）」としてお送り願います。 

 

＜電子メールアドレス＞ 

e-mail：info@miyagi-chusho-saikochiku.jp 

 

■郵送の場合 

提出書類を下記宛てにお送り願います。 

 

＜送付先住所＞ 

〒980-6009 仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル9F 

（株式会社エス・ブイ・シーホールディングス内） 

宮城県中小企業等事業再構築支援補助金事務局 宛て 
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９ 提出書類__  

申請者 提出書類 

（１）中小企

業者等で

ある場合 

①宮城県中小企業等事業再構築支援事業補助金(県独自補助)交付申請書（様式第 1号） 

②売上高が１０％以上減少していることの報告書（様式第２号） 

③事業計画書（様式第 3号の１～３） 

（事業計画書は、事業類型に応じた事業計画書を提出してください。） 

④支援機関等又は金融機関からの意見書（様式第３号の４又は様式第３号の５） 

（意見書の提出は必須ではなく任意ですが、審査の際に加点の対象となる場合がありま

す。） 

⑤収支計画書（様式第 4号） 

⑥宮城県中小企業等事業再構築支援補助金に係る誓約書（様式第５号） 

⑦納税証明書（すべての県税（宮城県）において未納がないこと。交付申請日から３か月

前以内に発行のもの） 

⑧直近３期分の決算書の写し 

⑨新型コロナウイルス感染症の影響による対象月の売上高の減少率を示す次に掲げる

書類 

  ア 対象月の事業全体の売上を示す書類の写し（売上台帳、法人事業概書等）     

イ 2019年 1月から 2020年 3月までにおける、対象月と同月を含む期間（比較

月）に係る確定申告書別表１（収受日付印の押印若しくは e-Tax受付日時及び受付番

号の記載又は送信表、受信通知若しくは納税証明書の添付（以下「収受日付印等」とい

う。）があるものに限る。）の写し及び法人事業概況説明書（収受日付印等があるもの

に限る。）の写し 

⑩登記事項証明書（履歴事項全部証明書、交付申請日から６か月前以内に発行のもの） 

⑪ＧビズＩＤプライムの [申請済]レコードの写し（国の事業再構築補助金を申請し、不採

択となった事業者のみ） 

⑫その他県補助金事務局が必要と認める書類 
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（２）個人事

業者であ

り、確定

申告を行

っている

場合 

①宮城県中小企業等事業再構築支援事業補助金(県独自補助)交付申請書（様式第 1号） 

②売上高が１０％以上減少していることの報告書（様式第２号） 

③事業計画書（様式第 3号の１～３） 

（事業計画書は、事業類型に応じた事業計画書を提出してください。） 

④支援機関等又は金融機関からの意見書（様式第３号の４又は様式第３号の５） 

（意見書の提出は必須ではなく任意ですが、審査の際に加点の対象となる場合がありま

す。） 

⑤収支計画書（様式第 4号） 

⑥宮城県中小企業等事業再構築支援補助金に係る誓約書（様式第５号） 

⑦納税証明書（すべての県税（宮城県）において未納がないこと。交付申請日から３か月

前以内に発行のもの） 

⑧直近３期分の決算書の写し 

⑨新型コロナウイルス感染症の影響による対象月の売上高の減少率を示す次に掲げる

書類 

  ア 対象月の事業全体の売上を示す書類の写し（売上台帳等） 

  イ 2019 年 1 月から 2020 年 3 月までにおける、対象月と同月を含む期間（比較

月）に係る確定申告書Ｂ第１表及び第２表（収受日付印等があるものに限る。）の写し

及び、月別売上の記載がある所得税青色申告決算書（収受日付印等があるものに限

る。）の両面の写し（申請をしようとする者が白色申告を行っている場合又は青色申

告を行っているが所得税青色申告決算書に月別売上の記載がない場合にあっては、

2019年 1月から 2020年 3月までにおける対象月と同月を含む期間に係る売上

台帳等、月別売上を示す書類の写し） 

⑩住民票抄本（交付申請日から６か月前以内に発行のもの） 

⑪ＧビズＩＤプライムの [申請済]レコードの写し（国の事業再構築補助金を申請し、不採

択となった事業者のみ） 

⑫店舗の賃貸借契約書その他の本県の区域内に施設を所有又は賃借し、当該施設で事

業を行っていることを示す書類の写し 

⑬その他県補助金事務局が必要と認める書類 
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（３）個人事

業者であ

り 、 か

つ、確定

申告を行

わず個人

市県民税

申告を行

っている

場合 

①宮城県中小企業等事業再構築支援事業補助金(県独自補助)交付申請書（様式第 1号） 

②売上高が１０％以上減少していることの報告書（様式第２号） 

③事業計画書（様式第 3号の１～３） 

（事業計画書は、事業類型に応じた事業計画書を提出してください。） 

④支援機関等又は金融機関からの意見書（様式第３号の４又は様式第３号の５） 

（意見書の提出は必須ではなく任意ですが、審査の際に加点の対象となる場合がありま

す。） 

⑤収支計画書（様式第 4号） 

⑥宮城県中小企業等事業再構築支援補助金に係る誓約書（様式第５号） 

⑦納税証明書（すべての県税（宮城県）において未納がないこと。交付申請日から３か月

前以内に発行のもの） 

⑧直近 3期分の決算書の写し 

⑨新型コロナウイルス感染症の影響による対象月（＊３）の売上高の減少率を示す次に掲

げる書類 

ア ２０１９年又は 2020年の市民税・県民税申告書の写し 

イ 収支内訳書の写し又は２０１９年又は2020年の売上台帳等、月別売上を示す書類

の写し 

ウ 試算表、売上台帳等、対象月の事業者全体の売上を示す書類の写し 

⑩住民票抄本（交付申請日から６か月前以内に発行のもの） 

⑪ＧビズＩＤプライムの [申請済]レコードの写し（国の事業再構築補助金を申請し、不採

択となった事業者のみ） 

⑫店舗の賃貸借契約書その他の本県の区域内に施設を所有又は賃借し、当該施設で事

業を行っていることを示す書類の写し 

⑬その他県補助金事務局が必要と認める書類 
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（４）個人事

業者であ

り 、 か

つ、事業

による売

上を給与

収入又は

雑収入と

して確定

申告又は

個人市県

民税申告

を行って

いる場合 

①宮城県中小企業等事業再構築支援事業補助金(県独自補助)交付申請書（様式第 1号） 

②売上高が１０％以上減少していることの報告書（様式第２号） 

③事業計画書（様式第 3号の１～３） 

（事業計画書は、事業類型に応じた事業計画書を提出してください。） 

④支援機関等又は金融機関からの意見書（様式第３号の４又は様式第３号の５） 

（意見書の提出は必須ではなく任意ですが、審査の際に加点の対象となる場合がありま

す。） 

⑤収支計画書（様式第 4号） 

⑥宮城県中小企業等事業再構築支援補助金に係る誓約書（様式第５号） 

⑦納税証明書（すべての県税（宮城県）において未納がないこと） 

⑧直近 3期分の決算書の写し 

⑨新型コロナウイルス感染症の影響による対象月（＊３）の売上高の減少率を示す書類に

ついては、次のア又はイに掲げる書類 

 ア  

・ 対象月の事業全体の売上を示す書類の写し（売上台帳等） 

   ・ 2019年 1月から 2020年 3月までにおける、対象月と同月を含む期間（比較

月）に係る確定申告書Ｂ第１表及び第２表（収受日付印等があるものに限る。）の写

し及び、月別売上の記載がある所得税青色申告決算書（収受日付印等があるもの

に限る。）の両面の写し（申請をしようとする者が白色申告を行っている場合又は

青色申告を行っているが所得税青色申告決算書に月別売上の記載がない場合に

あっては、2019 年 1 月から 2020 年 3 月までにおける対象月と同月を含む期

間に係る売上台帳等、月別売上を示す書類の写し） 

 イ 

・ ２０１９年又は 2020年の市民税・県民税申告書の写し 

・ 収支内訳書の写し又は２０１９年又は 2020 年の売上台帳等、月別売上を示す書

類の写し 

・ 試算表、売上台帳等、対象月の事業者全体の売上を示す書類の写し 

⑩住民票抄本（交付申請日から６か月前以内に発行のもの） 

⑪ＧビズＩＤプライムの [申請済]レコードの写し（国の事業再構築補助金を申請し、不採

択となった事業者のみ） 
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⑫店舗の賃貸借契約書その他の本県の区域内に施設を所有又は賃借し、当該施設で事

業を行っていることを示す書類の写し 

⑬業務委託契約書、支払調書その他の事業活動を行っていることを示す書類の写し 

⑭国民健康保険証の写し 

⑮その他県補助金事務局が必要と認める書類 

 

１０ 補助事業者の義務  

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件等を守らなければなりません。 

 

（１） 交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又

は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に県補助金事務

局の承認を得なければなりません。 

   ただし，次に掲げる軽微な変更にあっては，手続きは不要となります。 

イ 補助事業に要する経費の１０％以内の減少の変更である場合 

ロ 補助事業に要する経費の区分相互間の２０％以内の変更である場合 

     ハ 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 

 

（２） 本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は令和５年１月

１６日（月）のいずれか早い日までに補助対象事業実績報告書を提出しなければなりま

せん。 

 

（3） 補助事業の成果の事業化，財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他本補助事業

の実施により収益が生じた時は，県補助金事務局から、交付した補助金の全部又は一部

に相当する金額の納付を求められる場合があります。 

 

（4） 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

に県補助金事務局の承認を受けなければなりません。 

 

（5） 財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価（譲渡額）により、当該処分財産に係る

補助金額を限度に納付しなければなりません。 
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（6） 交付申請書提出の際、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。 

※ 補助対象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。 

 

（7） 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。 

 

（8） 補助対象事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、県補助金事務局から要

求があったときは速やかに状況報告書を作成し、県補助金事務局に提出しなければな

りません。 

 

（9） 本事業の進捗状況等の確認のため、県補助金事務局が実地検査に入ることがありま

す。また、本事業終了後、会計検査院や県補助金事務局等が抜き打ちで実地検査に入る

ことがあります。こ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

必ず従わなければなりません。 

 

（10） 本事業終了後の補助金額の確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができな

い場合については、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。 

 

（11） 補助対象事業者が「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）」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、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

 

（12） 採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力をお願いする場合があります。

また、申請時に提出された情報については、事業者間の連携の推進、政策効果検証等に

使用することを目的として、個社情報が特定されないように処理した上で公開する場合

があります。なお、補助対象事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事

例集の作成等への協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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1１ 申請にあたっての注意点  

本補助金に係る注意点を以下のとおりご案内いたしますので，必ずご確認のうえ，ご理

解いただいたうえでの申請をお願いいたします。 

 

（１） 所定の取得財産等の目的外使用，譲渡，担保提供，廃棄等の処分には制限がありま

す。 

単価５０万円（税抜き）以上の機械装置等の購入や，自社ウェブサイトの外注による作

成，店舗改装による不動産の効用増加等は，「処分制限財産」に該当し，補助対象事業が完

了し，補助金の支払を受けた後であっても，一定の期間において処分（補助対象事業目的

外での使用，譲渡，担保提供，廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には，必ず知事へ承認を申請し，承認を受

けた後でなければ処分できません。知事は，財産処分を承認した補助対象事業者に対し，

当該承認に際し，残存簿価等から算出される金額の返還のため，交付した補助金の全部ま

たは一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと，補助

金交付取消・返還命令の対象となります。 

 

（2） 本補助金事業を実施する際は，法令や規則を遵守願います。 

本補助金事業は，補助金等交付規則（昭和51年3月31日 宮城県規則第36号）に基づ

き実施します。申請書の内容に虚偽がある場合や，法令や規則に違反していることが明ら

かな場合，当該法令による罰則のほか，交付決定取消や交付済み補助金の全額返還等の

処分を受ける可能性があります。 

また、補助金適正化法においては，補助金の不正受給が行われた場合には，補助金交付

決定の取消・返還命令（加算金の徴収を含む），不正の内容の公表等や，５年以下の懲役も

しくは１００万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 

（3） その他 

 申請者は，本手引き等に記載のない細部については，事務局からの指示に従うものとし

ます。 

 

 


