
＜本書の対象者＞
・コロナ時代に適応する設備導入支援事業（コロナ設備

事業）採択企業の事業責任者の方、経理ご担当の方
※コロナ設備については、サポートツールによる申請が必須です

・補助金の経理事務について改めて学びたい方



本マニュアルの目的
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本マニュアルは、公益財団法人石川県産業創出支援機構「令和２年度コロナ時代に
適応する設備導入支援事業（以下「コロナ設備事業」といいます）」の補助事業に係る
事務・経理作業を支援する「補助金申請サポートツール」の利用方法について記載して
います。

本ツールが備える機能は以下の通りです。
①交付申請書、実績報告書、請求書の自動作成機能
②経費の自動集計機能
③経費証憑の日付の妥当性確認機能

特に、今回の「コロナ設備事業」については、公的機関の補助金制度を初めて利用
する企業もあることから、少しでも経理事務や書類作成等の業務負荷を軽減し、感染
症対策や事業継続に向けた取り組みに注力いただきたいという趣旨で作成、提供して
おります。

つきましては、「コロナ設備事業」に採択された皆様には、事務局のサポート内容
の標準化の観点からも「必ず本ツールをご利用いただきますよう」何卒よろしくお願
いいたします。

加えて、通常の商習慣とは異なる補助金特有のルールや用語、経理処理等について
「特に初めての方が理解しづらい、間違いやすい部分」に特化し、イラスト等を用い
て解説しています。

上記解説部分については、「コロナ設備事業」以外の補助金に採択された企業様にも
参考になるものと自負しておりますが、わかりにくいといったご意見、ご感想等ござい
ましたら、ぜひ事務局まで声をお寄せください。わかりやすいマニュアル作成の参考に
させていただきます。

本マニュアルの主な登場人物

石子
いしこ

補助金事務局の職員。
普段は優しいが、経理
チェックは厳しい。本書
の漫画ではほぼ後ろ姿で
登場。

高橋 くま
株式会社いしかわハート
フルコーポレーション２
代目社⾧。ツキノワグマ。
若干たよりない。おちょ
ぼ口がチャームポイント。
今回、補助金初採択。

雨宮 ミク
株式会社いしかわハート
フルコーポレーション新
人経理担当。しっかりし
ている。ツインテールが
お気に入り。ツンデレ。



序章・初めての補助金採択 ～石子との出会い～
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１章・補助金を受け取るために必要な書類
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企業 ISICO

①「事業計画」を作成
②「ツール」で交付申請書の予算の部分を作成

③ツールの「ファイル」、「事業計画」「（あれ
ば）見積書」をISICOにメールし、了承を得る

④「ツール」で作成した交付申請書表紙に捺印し、
ISICOに郵送する

⑤交付決定通知書を受け取る。

【提出物】

○事業計画 ・「事業全体の概要、予定、目標」などに
ついてA4用紙１～２枚程度で記載します。

・様式は、ツールのシート「①事業計画
（様式）」でも、別途お渡しするワード
ファイルでもどちらでも可です。

・提案書（事業計画書）を前提にご作成く
ださい。

・年度をまたぐ場合は、「全体計画」と
「今年度実施計画」を分けて記載してく
ださい。

・補助金申請サポートツールの「ファイル」
令和２年度交付申請に関する
エラーが出力されていないことを
確認のうえ、メールで提出

・ツールのシート「①交付申請」 捺印して郵送

・「購入予定の機械装置費の見積書」
取得済の場合は、交付申請時に添
付してください。カタログあれば
なお可。

・ツールのシート「①事業計画（様式）」 以下をご覧ください

２章・交付申請書の作成

まずは、採択後すぐに実施していただく交付申請の流れについて説明します



5

それでは「株式会社いしかわハートフルコーポレーション」さんを例に
ツールの使い方を説明します

【テーマ名】 物流拠点における自動搬送ロボットの導入による３密回避ならびに
業務効率化

【内 容】 倉庫内の荷物運びに、自走式ロボットを導入

【採 択 額】 ２００万円

【補助率】 ３／４

【予算案】 合計 ４００万円

自動搬送ロボット １５０万
自走式キャタピラー １００万
搬入費 ５万
初期設定費 １０万
腕バネ（消耗品） １６万

（4万✕４本）
目玉のLEDランプ（消耗品） ３万
ベルト（消耗品） １万
技術指導（来年度１回） ５万
プログラム改良（来年度外注）１１０万

「社名」「テーマ名」「採択額」
は事務局で入力済です♪

我社の名前がすでに入力されている！

①ファイルを開き「入力用」シートを表示

②企業情報入力

郵便番号いくつだったっけ・・

わたしが書きます💢

我社の期待の新人経理担当、
雨宮ミクくんの登場です。。

③補助金の振込先情報

あの、ぼくの秘密口座を振込先に

法人名義に限ります💢

２章・交付申請書の作成 ～サポートツールの使い方～



6

④「経費一覧」の入力

次の項目は・・・あれ、
採択額２００万なのに、
申請可能額は０円！？ 詐欺？

失礼ね！
補助対象経費の積算があって、
それに対する補助率（今回は３／４）
が申請可能額となるの

③振込先を入力したら、左図のように
「経費一覧」シートを選択するのよ

記入する金額はすべて税抜き価格

・交付申請時点では「予算」の部分のみ記入。
１品目あたり左図の赤枠部分のみ

・ただし事前着手有の場合は追加記入項目あり。

■「事前着手」＝ 採択日（＝交付決定日）前に、「事業に着手」すること
「事業に着手」＝「発注・契約する」こと

事前着手について 頭のなかで、企画・立案・妄想していても
着手とはいわないのか

■加えて、本補助金では応募時（事業計画書提出時）に「事前着手願」を提出し事務局
から承認を得、かつ交付申請時に「事前着手届」に記載が認められたもののみ事前着
手（＝交付決定日前の発注でも可とする）ができます。

■事前着手願を出していたものの、事前着手とならなかった場合、「①事前着
手届の有無」は「−なし」を選んでください。

■「事前着手有」の場合、通常の記入に加えて以下の記入が必要となります。

①事前着手届の有無
○あり を選択

②購入金額（税抜）
単価と数量をいれる
と自動計算されます

③発注日
＝事前着手日を記載

④⑤ 納品日、支払日
実績もしくは予定日を
記載してください

①

②
⑤

④

③
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・３と４は発注予定日が同じでも購入先が異なることがわかって
いるため、証憑（経理書類）も分かれます。そのため「経費
一覧」も図のように「分けて」くださいね。

ケース１

３，４は １０月１日発注、
５，６，７は １１月１日に
まとめて発注予定です

・４と５は「購入先」「費目」、さらには品物も同じだから、１列にまとめられそうだけど、交付申請段
階で、発注日が分かれることがはっきりしているので、分けて書いてください。

・５，６，７のように「同じ日」に「同じお店」に発注する場合はまとめることができます。今回の場合
は、 「材料・消耗品費」「スーパーよろずや」「ロボット部品一式」「80,000円」と、まとめて記入
することが可能です。分けて記載してもよいです。

ケース２

これは、令和２年１０月１日に納入予定
のロボット一式です。
すべて松芝社が納品、設定します

そのままでもOKだけど、搬入費や初期設定
費は必ず機械納入時に一緒に行うものだか
ら、次のようにまとめてみましょう

どのくらいの細かさで記載すればいいのでしょうか？
ねじ１本、部品１個単位で書くと何百列も必要になって大変です

とてもナイスな質問です！
入力ツール自体、作者は３９（ミク）列しか準備していないので、最大でもその程度の想定です。
基本は同じ内容の支払いはまとめて表に記載してよいのですが、重要なポイントがあります！

必ず列を「分けて」記入する必要がある経費
＝ 交付申請時点で見積書や納品書が分かれることがわかっている経費

（見積書や納品書等の「証憑」については後ほど詳しく解説します）

・同一の納品書や発注書に
記載される場合のみ
まとめることができます。

・搬入費と初期設定費を
２列目にまとめています。

・４列すべてをまとめる
こともできますが、
機械装置費は資産管理の
観点から分けて記載します。

1,500,000
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■定義・・・採択額を次年度に繰り越して事業を実施することをいいます。
逆に、取り組みは次年度も継続するものの、採択額全額を初年度に
交付申請する場合は、年度またぎとはなりません。

年度またぎについて

■加えて、本補助金では、応募時（事業計画書提出時）に次年度も補助金を
申請する計画を提出した企業のみ、年度をまたぐことができます。

→交付決定額を使いきれなかったという理由による年度またぎ
（持ち越し）は、一切認められませんので十分ご注意ください。
※購入機械の納期等特段の事情があり、交付申請段階で初年度に執行ができなくなった

ことが判明した、という場合は事務局にご相談ください。

あれ？ 補助金の申請金額に対して、採択額が減額されているから、応募時には、
２年間に分けて補助金を使う予定だったけど、１年目だけで採択額が全額なく
なってしまいます。

「補助金をもらえる、もらえないに関わらず、企業が自主的に実施する事業を、
ISICOが支援する」という補助金の本来の趣旨を、まずは忘れないで！

らっきー！

あくまで、来年度は「補助金申請」の手続きをしなくていい、と言っただ
けで、「設備導入の効果の検証」等についてのアンケートは、採択年度か
ら５年間、しっかりと出してもらうから勘違いしないでね。

その場合、事業は継続していても、「補助金をもらう事業」は今年度で終了、と
いうことになるから、補助対象事業、期間は今年度で終了していいわ。
来年度の補助金の交付申請書作成も不要になります。

総事業費４００万円のうち
令和２年度分 ２８５万円
分の予算を入力しました！

入力用シートに戻って希望額を入力・・

⑤補助金交付希望額の決定



事前着手日は、事前着手していなければ空欄のままにします
事前着手ありの場合は、最初の発注日、もしくはそれよりも前の日付を入力してください

終了予定日は、・年度またぎの予定の有無に限らず、「今年度」の終了予定日です。
・「コロナ設備事業」補助金の場合、最⾧で「令和３年２月２８日」です。
・年度またぎの予定がある場合は「令和３年２月２８日」が自動設定されます。

年度またぎの予定がない場合は、終了予定日を記入してください。
少なくとも、今年度の最終の支払日よりも後の日付である必要があります。

「コロナ設備事業」については事業の趣旨も踏まえ、速やかに補助金を交付する
ためにも、早めに補助対象期間を終了することをおすすめしています。
※補助対象期間終了後もアンケート等で取組状況等をご報告いただきます。
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補助金交付希望額の上限＝「採択額」と「経費合計の３／４」のうち小さい方です
経費総額6,020,150円に 3/4 をかけると 4,515千円（端数切捨て）となりこちらが上限値
となります

交付申請時予算額 と 実際に支払う金額は 完全一致しないとだめですか？

完全一致は難しいと思うけど、可能な限り近い数字が結果的にお得です。
予算額（＝見積額）が実際の購入額よりも低いと、その差額がもらえなくなるし、
もし、「年度またぎ（来年度も事業実施予定）」するのであれば、初年度の
見積額が過大で今年度予算額を使いきれなかったとしても、予算の残額を
来年度に繰り越すことはできないの。

⑥その他の項目の入力 あとは簡単です。表示されている
金額を「自己資金」と「借入金」に
わけて記載してください

（参考）補助対象経費が足りません」というエラーが出る理由
仮に、経費総額6,020,150円、 採択額 4,800千円 補助率 3/4 の場合を想定します
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⑧事務局への確認＆交付申請書の送付 ～これで交付申請は終了～

■ツールでは入力漏れや計算ミスについてのみチェックしています。

そのため、エラーチェッククリア＝交付申請書類を提出してよい、ということ
ではありません。

■事務局の確認が終わりましたら、「①交付申請」の今年度分を印刷し、捺印して
「①事業計画」と一緒に提出してください。なお、捺印は必ず「代表者印」
を押印してください。

※エラーチェックがOKとならない限り、
交付申請書にエラーが表示されたまま
となります。エラー表示が消えたこと
を確認してご提出ください。

エラーチェックをクリアした「ツール（エクセルファイル）」を事務局に送り、
事業計画の妥当性等について確認を依頼してください。

交付申請書の提出お疲れさまでした。
次のページからは、実績報告作成のための、経理処理に
関するケーススタディです♪

⑦エラーチェック

エラーはないようです

マニュアル通りに入力していたら
エラーは出ないはずですよ

ちなみに、すべてのエラーを表示するとこんな風になります

どうしてもエラーが消えない！という場合は事務局にご相談くださいね



３章・実績報告のためのケーススタディ
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※本補助金では人件費、旅費は対象外なので、日報、議事録、旅費関係の書類は不要です



・研究や設備導入効果の報告書と同じ
く重要なのが「経理」に関する書類。

・補助金経理は、通常の民間同士の商取
引や商習慣とは異なります。

例）・実費弁済 ・証憑整備
・財産処分制限 ・報告義務 等

・経理担当者との連携なくしては絶対に
作成できません。

最悪なのは、経理担当者が補助対象期間
最終月まで補助金の存在を知らないという
状態・・・・
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いやぁ、いつもこんな感じだよ、、
この前も・・・・

わたし、こんなツンツンした
キャラじゃありません！！

こういう感じで、事業責任者と
経理担当者の仲がよくない場合、
実績報告時に問題が発生する
可能性高いです

私、社⾧のこと、、嫌いにな
りました・・・

マンガなので言いやすいから言うけど、
「自分は技術がある、アイディアがある、と言いながら経理関係がずさんなところは、事業成⾧が

見込めないです。まず、新しい企業との取引ができませんから。特に大企業相手の取引が。」

次にだめなのが、「令和３年２月某日」という日付。
今回の補助金の今年度の事業期間は「令和３年２月２８日」
だったよね？

はい、だからこの某日は、２月２７日
じゃなくて、２月１４日です！ ｷﾘｯ

・補助金の「経理」の実績報告には
支払ったものに対するすべての
「証憑」が必要になります。

・「証憑」は随時コピーして、「補助金
専用」のファイル等にて管理することを
強くおすすめします（管理方法は
後述します）。

・事務局も年度末は業務が混雑するため
早めの相談、提出がWin-Winです！

・もちろん、研究や設備導入
効果を最大限にするため
にも、「毎日が補助対象
期間」という意識が重要
ですね。

最終月になってから実績報告に
着手すると、「証憑がたりなー
い」みたいなやりとりを、事務
局とあなたと経理担当者で何往
復もやるだけで終わって、肝心
の「成果報告書」が空っぽ、て
いうことになるの💢

「証憑」？ よめません。

「しょうひょう」！！
証拠書類のことよ。
どんな書類かは次のページで
説明しますね

３−１ 実施責任者と経理担当者との連携が重要です

３−２ 実績報告は最終月に作るのではなく「毎日」意識しましょう
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３−３ 「証憑（しょうひょう）」を極めましょう！

①種類

見積見積書 納品書発注書 請求書 支払明細

「物品購入」における 典型的な ５点セットです。
１枚で「見積書兼発注書」になることもあります。

また、「委託契約等」の場合は、発注書が契約書に、納品書が委託先から
御社への実績報告書になりますが、５点セットが必要なことには、かわり
はないわ。

５種類のうち、いずれか１つを提出すればいいんですかね？

５点セット！５枚全部必要です💢

②日付の順番 【重要】～ツールでもチェックします～

≦ ≦ ≦ ≦

５点セットは、日付の順番も重要。基本は上記のとおりよ。
ただし、「先払い」や「分割払い」などもあるので例外もあります。
その場合は、事務局までご相談ください。

ただし、順番の例外はあっても「証憑５点セットが１枚でも省略できる」と
いった例外はありません！

さらに補助金の場合は
（見積書の特例除き）

・すべて同一年度内
・すべて補助対象期間内

が、鉄則です。

それぞれ、日付、宛名、書類名、品名、金額、発行者 などが記載されいること！
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③見積書

「あいみつ」？ 愛？密？

ここからは証憑ごとに注意点を
記載しますね。まずは「見積書」
についてです。
「相見積」には注意ね！

・・・（社⾧は黙ってて）

・購入、発注をする物品やサービスの
内容や費用を事前に確認する書類

・見積書～支払までの５点セットで
品名とその金額が一致する必要が
あります
×見積書だけが定価や値引き前の価格

・税抜単価５０万円以上の場合は、
２者の見積書（相見積もり（通称：
あいみつ）、もしくは「業者選定理由
書」が必要です

・【見積特例】
見積書記載の、補助対象期間である
「有効期限」内に発注すれば発行日
が期間外でも証憑として認められます。

複数の業者（本補助金では２者）
に、「同じ条件」で見積もり
を提出してもらい、価格を比較す
ることです

例えば、「お掃除を楽にして」と見積もりして、
A社は「お掃除ロボット」を、
B社は「人型メイドロボット」

を提案してきたから、どっちがいいかな？ のような感じ？

残念！ わかりやすい典型的な過ちです。

「あいみつ」は「同じ品物」に対する２者の見積です。逆にいうと、
「金額」と「発行者」と「発行日」以外は一致していることが重要です。
だから最終月に実績報告書に着手していたら手遅れになるの。

ただどうしても難しいという場合は「業者選定理由書」で代えられるの
で、事務局に相談してくださいね。

補助対象期間が 令和２年８月３１日からとします。
９月１５日に発注する場合、下の見積書は 令和２年８月１日発行で「事業開始前」です。

この場合でも、見積書に手書きで、以下のように記入・捺印すること
で有効な証憑となります（発注書については次ページを御覧ください）。

発注書
令和2年9月15日

見積書発行日
令和２年８月１日

有効期限
作成日より２ヶ月

令和２年８月１日

作成日より２ヶ月

株式会社いしかわハートフルコーポレーション御中

※ここの印鑑は
先方ではなく
御社の印鑑でOK

見積特例について

本見積書が有効であることを
確認しました
令和２年９月１５日 ※発注日

株式会社いしかわハートフル

コーポレーション 印



① 御社が「発注書」を発行した場合はそのコピー
② FAXで発注した場合は、送信した文章のコピー
③ メールで発注した場合は、そのメールをプリントアウトしたもの
④ 電話等、口頭発注の場合、「見積書」に発注日を記載し、捺印すれば「見積書兼発注書」

となります
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④発注書・契約書

「発注書」のポイントは２点

・発注したことを、とにかく書面に残すこと！
・事業開始日（交付決定日もしくは認められた事前着手日）以降の

発注・契約でないと、補助対象として認められません

インターネットでの購入の場合の見積書、発注書は
どのようになりますか？

その場合でも見積書、発注書が必要です。

右図のように
「金額」と「発注日」が
わかる画面、メールを
プリントアウトしたものを
「見積書」兼「発注書」と
することができます。

ただ、、縄跳びは補助対象経費としてはふさわしくないかも・・・

・消費税は対象外です
（例えばアマゾンは課税価格のみ

記載されているので税抜価格を
計算してください。）

・今の価格ではなく、購入時の
価格を表示してください！！

・契約書の場合は「印紙」を忘れないでね

そんなの会社の経費で買ってないです！！

いや、ダイエットしたくて・・・
・・・・・

税抜価格は
1,236円

発注したことを、とにかく書面に残す・・とは？

令和２年９月１５日に発注済み

株式会社いしかわハートフルコーポレーション 印

令和２年９月１日

株式会社いしかわハートフルコーポレーション御中

以下の文言を空いたスペースに書きます

技術指導費の場合は、原則「技術指導契約書」が必要です（参考様式あり）。
（社内規程で謝金等の金額のわかるものの提出を求めることもあります）
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⑤納品書・完了報告書

インターネットでの購入の場合の請求書は
どうなるのですか？ 先払い＆カード払い でした

ミクさん、ナイス間違いです。次のページで解説しますね

「請求日」と「宛名」がわかる画面があれば
それを印刷したもので大丈夫です。
※消費税額は抜いてね

⑥請求書

・捨てるのは論外だとして、
「納品書・完了報告書」のポイントは

検収すること！

・納品書に、「受領(or検収）年月日」
と「検収者のサイン」「印鑑」を
記入してください。会社によって
違うので、経理の方に確認してくだ
さいね。

・宛名は「法人名」とし購入したものがわかるようにしてください
※請求書に限った話ではありませんが、特に請求書の宛名は重要です

いしかわハートフルコーポレーション

さて、次はいよいよ
「支払明細」だけど、
カード払いの時の「支払日」
はいつになると思う？

え？カード決済したのが６月
１０日だから ６月１０日？

（補足）インターネット購入の場合
さまざまな販売業者が
あり一律「この様式」と
指定することが難しい
です。
届いた「メール」や
「画面」を印刷したり
スクリーンショットを
とったりして可能な限り
保存してくださいね。

なお、代金引換手数料は
補助対象経費外です！！

指導を伴わない、電話・
メール・オンライン等に
よる「連絡」は技術指導
費の対象とはなりません。

技術指導費の場合は、契約全体の「完了報告書」ならびに、指導ごとの
「指導報告書」が必要です。
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●銀行利用明細
振込先、日付、金額がわかること。

「支払日」＝ カード会社が銀行から引き落とす日付です。

物品購入日が補助対象期間内であっても、引き落とし日が補助対象期間をすぎると
補助金をお支払いできませんので、くれぐれも、くれぐれもご注意ください。

毎年トラブル多数です・・
石子からの切実なお願い

支払方法 支払日 必要書類

銀行振込
口座引落

口座
引き落とし日

補助対象
期間内
であること

銀行振込受領書等（※１）

クレジットカード カード利用明細＋通帳写し（※２）

推奨

（※１）銀行振込受領書等とは？

３−４ 支払方法と支払明細 重要

●インターネットバンキングの画面 インターネットバンキングでの注意事項

「お取扱状況」が「完了」となって
いる画面を印刷してください！

「承認済」のステータスでは支払完了
と認められません。

また、金融機関によっては「承認済」
までしかわからない場合があり、
その場合は別途「通帳の写し」や
「入出金明細照会等の画面」を
証憑としてご提出いただきます。

（※２）クレジットカード利用の際の注意事項と証憑

＋

カード利用明細 通帳の写し

●実際の通帳の場合
①表紙、②１，２ページめ（口座名義等確認）
③左記のカード会社引き落とし額がわかる箇所

●Webの場合
上記に相当する画面

●振込処理済通知書
該当する支払いについて、下線を引く等
わかるようにしてください。

●当座預金勘定照合表

※現金払は、本補助金では原則対象外です。後述する「立替払」を行った際にも、法人から
立替払者への支払は銀行振込でお願いいたします。

ネットバンキングは便利だけど、
入出金明細照会できる期限が案外と
短い金融機関もあるから、都度、画面を
保存することが重要です！（経験談）
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いかなる理由があっても認められない支払方法

・手形決済、小切手
（当座からの引き落としが期限内でも不可）

・金券 ・仮想通貨
・クーポン ・ポイント
・リボ払いによるクレジットカード払い

（分割払いは、補助対象期間内に
口座引き落としが完了した分のみ対象）

・他人名義や代表個人名義による支払い

あの、、立替払は・・・・・・

基本的にはやめてもらいたいんだけど・・
申請の仕方は以下の通りよ

立替払について
必要書類 ①購入先への支払いが確認できる資料（領収書） と

②立替払を行った人と法人が精算を行ったことがわかる書類 が必要です。
支払日は「法人が立替した人に支払った日」となります（× 購入日）。
法人から立替払者への支払いは銀行振込でお願いいたします。

また、立替払の証憑のチェックポイントは以下の通りです。
＜レシートの場合＞
・事業開始日以降に購入したものか
・品目が明確になっているか （「消耗品」など内容がわからない記載の仕方は×）
・税抜きの金額が明確になっているか
・ポイントを利用していた場合はその分控除します

＜領収書の場合＞
・品目が明確になっているか（記載なし×、〇〇一式×）
・税込み・税抜きの記載があるか
・支払先の押印はされているか
・5万円以上の場合、収入印紙が貼りつけられているか

法人に替わって一時的に支払ったんだから、領収書の宛名は「法人名」ですよ。
例えば「雨宮ミク様（支払った個人名）」「上様」は宛名としては不適切です

ところで振込手数料は補助対象外と聞いてい
ますがより詳しく教えて下さい！

４章・証憑の管理方法の中で詳しく解説するわね！
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４章・証憑の管理方法

①補助対象経費の証憑入手後、ツールにその日付を記入します。そして、
証憑番号を決めたら、その番号を証憑の「原本」の余白に書き込みます。

実績報告時に事務局に証憑内容について確認する際に便利です。
また、③の黒く塗りつぶす作業は、スキャナ後、パソコンで行っても可です

経理担当者が補助金を
採択していることを知ら
ないと始まらないわね

見積書
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

A-1

④おすすめ ②の証憑を「スキャナ」で読み込んでおきます。

⑤あとは、実績報告を出すまで、なくさないように、バラバラにならない
ように保管してください。

以上よ
ん？あっという間に終わりました

都度しっかりとやっていれば、何ら難しいことはないのに、実績報告時にまとめて
やろうとするからパニックになるの。

あとは「日付が空欄だった」「相見積がない」「宛名が違う」「見積と納品と請求
で品名や数量や単価が違う」「支払い方法を間違えた」「補助対象ではないものを
買っていた」「カードの支払日が・・」などなどいろいろありますが、大概の問題は
「早めに事務局に相談すれば」解決できます。すべては「先手必勝」です！！

③ コピーした証憑において、補助対象経費部分に下線を引いたり、もし
くは補助金申請に関係のない部分を黒く塗りつぶしたりなどして、見や
すくします。

② ①の証憑をA4用紙でコピーします。

※「証憑番号」は
ツールから選択して
も、御社独自の番号
でもどちらでも可。

おすすめする証憑の管理方法
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質問です。
必ず、品物と証憑が１対１で対応していないとだめですか？

１対１で対応していたら、チェックする方としては最高にありがたい
けれど、特に支払いについては、普通は請求書をまとめますよね

補助金の基本として、「振込手数料」は補助の対象外です。
振込手数料を、先方負担する (＝振込手数料を差し引いて振り込む）場合
は、「商品の値引きがあった」と考えます。振込手数料分を 減額した支払
額が補助対象額となりますのでご注意ください。

証憑が１対１で対応していないので、振込手数料でいつも混乱するんです

実際の「現場」では、補助対象経費と、そうでない経費が１枚の請求書
にまとめられ、一括で払ってしまいます。しかも、振込手数料が、先方
負担になることもよくあります。もう、どうしたらいいか・・・・
グスン。。。

左図では
スーパーよろずやへの
見積、発注、納品は
別々の日だったから
証憑が別れているけど、
「請求書」が１枚に
まとまっていたから
１回で支払っています。

なので、請求と支払の
証憑番号がそれぞれ
同じで問題ないわ。
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腕バネ 40,000円
LEDランプ 30,000円
ベルト 10,000円
お味噌 10,000円

スーパーよろずや
からの納品書４枚

ケーキ 10,000円

お茶 10,000円

補
助
対
象
外
３
万
円

スーパーよろずや
からの請求書２枚

D-3

腕バネ2本 80,000円
LEDランプ 30,000円
ベルト 10,000円
お味噌 10,000円
ケーキ 10,000円

合計 140,000円

振込手数料当社負担！

支払明細書１枚

E-3
R2.12.1振込完了

支払先
スーパーよろずや

振込額
149,500円
振込手数料
500円

口座引落額 合計
150,000円

補助対象
120,000円

補助対象外
30,000円

先方負担振込
手数料 500円

400円 100円

12万円（補助対象のみ）

15万円（総額）
× 500円＝400円

手数料先方負担
＝値引きと考え、
値引き額を按分
して差し引く。

「経費一覧」からも400円
減額してくださいね。

お茶 10,000円

振込手数料当社負担！

振込手数料は先方負担なので、請求額から振込手数料を引いて振り込んでいます。
※なお、この場合、振込額の内訳がわかるよう、補助対象外経費の請求書も証憑

として必要となります。

経理証憑については以上です。

「経理関係の書類」と「成果報告書」の両方が等しく重要なの。
「経理関係の書類」だけだと１００点中５０点。
むしろ、経営者の皆様には、どんな成果がでて、会社がどう変わって、
次はどこを目指す、といった「成果報告書」作成に時間を割いてほしいの。

振込手数料（先方負担）の按分方法について

腕バネ 40,000円

※左図の例では５列目から４００円減額して
います。４列目から４００円減額しても可。

このように記入すれば大丈夫です！

補
助
対
象
12
万
円
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実は５点セット以外にも必要となる証憑があるのです

もうお腹いっぱいです・・

機械装置費について

・消耗品使用簿
（補助対象期間内に使い切ったことを確認できるもの）

※税抜単価５０万円以上の機械等の財産は処分制限財産といい、管理台帳にて管理が
必要の他、処分制限期間（＝耐用年数）内に、目的外使用、譲渡、廃棄、交換、貸付、
担保にする、などは基本的にできません。事前に事務局の相談が必要となります。

消耗品について

試薬などの消耗品は、事業年度内に使い切る必要があり
ます。（複数年度にまたがる事業であっても、補助対象
とできるのは当該年度に使用する分だけです。）

さらに税抜単価５０万円以上の「機械装置費」の場合
・その機械装置費の写真（ソフトウェアの場合は画面を撮影）

※設置場所と先ほどのシールが見えるように撮影してください！
・取得財産等管理台帳 （耐用年数や設置場所の住所を記載）

・実際の単価・金額を記載
してください
（搬入費、初回指導費、

先方負担振込手数料
（値引き）は含まない）

・ある程度まとめて「一式」
として管理、記載すること
も可能です。
例）モニター１台、カメラ
１台レベルまで分割せずに
「監視システム」とする

★★



※一部は本当です。
何卒、きれいな実績報告
をお願いします（作者）

正しく お払（祓）い
しましょうね

※もちろんフィクションですが
何卒、浄化された実績報告書
の提出をお願いいたします（作者）

（注）原作は
「お岩さん」ではなく
「お菊さん」です

※一部は本当です。
何卒、きれいな実績報告
をお願いします（作者）

正しく お払（祓）い
しましょうね

※もちろんフィクションですが
何卒、浄化された実績報告書
の提出をお願いいたします（作者）

（注）原作は
「お岩さん」ではなく
「お菊さん」です
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コーヒーブレイク 「証憑」と呼ばれる理由



５章 変更申請書について
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※各費目の内訳の増減については、購入するものに変更がない限り、
変更申請は不要です。
例）予算 機械A 200円、機械B 100円 の交付申請時の予算案に対して実績が

機械A 100円、 機械B 200円 →変更申請不要

機械A 200円、 旋盤Z 100円 →変更申請が必要（まずは相談）

「各費目において交付申請時の補助対象経費総額の２０％以上の増減」

もしくは、「事業内容の大幅な変更」をする場合に必要な手続です

変更申請書を出す場合は、どのような場合ですか？

「各費目において交付申請時の補助対象経費総額の２０％以上の増減」とは？

補助金採択額（申請上限値） 600

交付申請時の「各費目」

機械装置費 800 590 210円減
材料・消耗品費 100 310 210円増
外注加工・評価分析費 100 100 変わらず

技術指導費 0 0 変わらず

交付申請時の補助対象経費総額 1,000 1,000 変わらず

補助率３／４を掛けたら 750 750

交付申請時の補助対象経費総額の20％とは 200

補助金額（今回の場合は採択額） 600

補助金総額は変わりませんが、

機械装置費、材料・消耗品費に200円

以上の増減が発生しているため変更申

請が必要です。

変わらず600

ケース

機械が210円安くなり、

その分材料費を210円増やす

また、必ずしも変更申請書が必要となるわけではございませんが、
交付決定額に対して、実績額が１円でも減るようであれば
当方の経理の都合上、判明した時点でご相談いただけますと幸いです！

そもそも、これほど交付申請時と実績時の金額が違うと、「事業内容の大幅な
変更」があったとも言えますね。

むむ、結局、いつ相談したらいいのか・・・・

ご不明な点がございましたら、どのようなことでも「早め」に
お気軽にご相談くださいね



６章 実績報告書・成果報告書・請求について
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【提出書類】

○事業実施結果
・「今年度の取り組み結果概要」などをA4１～２枚程度にご記載ください。
・様式は、ツールのシート「③事業実施結果」でも、別途お渡しする様式でも可。

○成果（実施状況）報告書 これが一番大事
・様式任意。「事業実施結果」に記載した成果をより具体的に記載してください。
・年度またぎなしの場合は「成果報告書」、ありの場合は「実施状況報告書」となります。
・事業計画書（提案書）に記載した計画の取組状況、当初予定した効果が得られたか

どうか、新たに見つかった課題や今後の事業方針等について記載いただきます。

企業 ISICO
①「事業実施結果」「成果（実施状況）報告書」を作成
②「ツール」のうち、交付申請書の決算の部分を証憑類と

突き合わせて作成、確認する

③「ツールのファイル」「事業実施結果」「成果（実施
状況）報告書」「証憑類のPDFデータ」等をISICOに
メールし、了承を得る

④「ツール」で作成した実績報告書表紙に捺印し、
必要書類とともにISICOに郵送する

⑤額の確定通知書を受け取る

⑥「ツール」で作成した請求書に捺印し、郵送する

⑦ ISICOが指定口座に補助金を振り込む

経営権、もらうわよ

だそうだ。ミクくん、報告書よろしく・・・・

・・ぼくが書きます

・補助金申請サポートツールの「ファイル」
令和２年度実績報告に関する
エラーが出力されていないことを
確認のうえ、メールで提出

・ツールのシート「③実績報告」 捺印して郵送

・ツールの「経費一覧」に記載された各種証憑
・その他必要な証憑類

証憑と「経費一覧」に記載の証憑番
号と日付が一致することを確認

・ツールのシート「③事業実施結果（様式）」
・「成果（実施状況）報告書」 以下をご覧ください



補足 人件費について（コロナ設備導入では対象外）
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「コロナ設備事業」においては、人件費の計上はできません。
参考としてポイントを掲載いたします。なお、通常「役員は人件費の対象となりません」
ので、以下は「係⾧高橋くま」としてください。

これほど、何一つアリバイ
が成立していない証憑も
めずらしかったわ



補足 旅費について（コロナ設備導入では対象外）
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「コロナ設備事業」においては、旅費の計上はできません。
参考としてポイントを掲載いたします。

事務局の人も経理も
大変だね

旅費は、以下の理由から、申請の難易度が高いです。もし、
他の経費で採択額満額になるのであれば、旅費を補助対象
経費としないことをおすすめします。

１．提出すべき証憑が多い！
「旅費規定等内規」、「出張伺い・出張命令」、「旅費計算書」、
「駅すぱあと等経路確認ができる書類 （注）乗車日における金額を表示し印刷」、
「飛行機利用の場合は領収書。及び搭乗券半券コピーもしくは搭乗証明証」、
「出張報告書・復命書」、
「出張精算書（振込控又は振込処理済通知書、当座勘定照合表等）」

※現金手渡しの場合は「現金の総勘定元帳の写し」

２．支払証憑と異なり、会社ごとに様式・記載内容にばらつきがあり標準化できない

３．立替払が多い＝ 交通会社と出張者間、出張者と会社間の２つの証憑チェックが必要
航空券半券なくしましたなどのトラブルが起こりがちです

４．旅程の妥当性判断が難しい
例 「特急で少し先の駅へいって１駅普通列車で戻るのはNGだよ」

「この区間はJRではなく私鉄のほうが・・」
「なんでこの距離でこの時間でタクシーなのか」などなど

５．出張中での補助対象事業以外の業務が認められず、効率が悪い
あえて補助金申請せず、出張ついでに他の業務の営業やフォローをしたほうが
時間の有効活用にもなります

６．会議記録等の提出も必要
事務局が情報を漏洩させることはありませんが、企業からISICOへメールを送る際の
送信ミスなど、会議記録等を社外とやりとりすることには様々なリスクがあります

７．税抜価格が出しづらい！
補助金は税抜価格が基本ですが、運賃や日当には消費税が含まれています。そこ
から税抜価格を出し直す必要があります

８．時期によって料金が変わる！
たとえば指定席特急券は、閑散期は-２００円、繁忙期は＋２００円となります

ご理解してもらえて嬉しいです

（とくに社⾧の出張は、旅程に謎が
多くて、経理が大変なんだよなぁ）



補足 Q＆A ～より深く知りたい方のために～

Q１. なぜ補助金の経理処理は、通常の民間企業同士の商取引とは異なるのですか。

A１.  本補助事業に係る予算は、皆様からの税金でまかなわれているため、公正かつ
効率的に実施され、かつ十分な成果が上がるように取り組む必要がございます。

特に経理処理については、
①国の会計関係規定に準ずる手続きにより、「実費弁済（事業者が契約期間

中に、当該研究開発に直接使用し、実際に支払った経費＝実費分だけの請求
を認める）」の考え方を取っており、

②購入した機械、材料等に係る諸々の帳票類の整備や、
③取得した財産については、国の物品等の管理規定に基づく（準ずる）管理、

が必要となります。

Q２.なぜ、認められない支払方法があるのですか。

Q２. 公的資金である補助金で精算されてしかるべき「支払い」として、明確性・透明
性が求められます。「手形決済」については、現在も民間取引で幅広く行われてい
ることは承知していますが、補助対象期間内に当座口座からの引き落としが行われ
ず、補助金が支払われないなどのトラブルが、他機関等で起きていることから、
本事業においてはいかなる理由があっても認められない支払方法としています。

ご了承ください。

Q３. なぜ、汎用性の高い物品の購入は補助対象経費外なのですか。

A３．補助金は、企業から提案いただいた内容を精査し、その目的や取組内容が補助金
の趣旨と合致すると判断したものについて、支援する目的で交付しています。そ
のため、購入した物品が目的以外の用途で使用される恐れがある場合は、補助金
の趣旨自体がゆらぎかねません。そのため、汎用性の高いものは対象外としてい
ます。

Q4. 本マニュアルに記載されているルールは、補助金共通ルールですか。

A４．本書はあくまで、「コロナ設備事業」に特化し、「特に補助金初めての方にとっ
て分かりにくい部分」をピックアップして記載しており、説明を一部簡素化して
いる部分もございます。また補助金ごとに、ルールに差異がある場合がございま
す。

もし、補助金一般の経理事務について、より深く学びたいということであれば、
経済産業省が公開している「補助事業事務処理マニュアル」をぜひご覧ください。

経済産業省URL
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
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終章 石子の秘密
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