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平成２７年度 

中小企業 ・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金 

（ものづくりサプライチェーン再構築支援事業） 

 

 

【公募要領】 

 

（平成２７年度補正予算事業） 

 

 

 

平成２８年３月 

経済産業省 製造産業局 

（受付期間） 

平成２８年３月７日（月） ～ 平成２８年４月７日（木） 

９：３０～１２：００、１３：３０～１７：００（土日祝日を除く） 

（郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着のこと） 

※公募申請書の提出に当たっては、締切り期限に余裕を持って提出されるようお願

いいたします。 

 

（公募申請書提出先及び問合わせ先） 

経済産業省 製造産業局 繊維課 

※詳細は、Ｐ１２を参照してください。 
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Ⅰ．本補助金制度について 

 

１． 事業目的 

本補助事業は、サプライチェーンの合理化につながる産地内の事業再編や産地間・異

業種との連携等を通じて海外需要獲得を目指すものづくり企業等によるビジネスモデ

ルの検証のための費用の一部を補助することにより、海外流出により小規模化・分散化

した産地企業の事業再編を促し、輸出競争力の強化と地域経済の活性化を図ることを目

的としています。 

 

２． 補助事業内容 

 地域のものづくり関係企業が、（ⅰ）ＴＰＰ域内国を含む海外市場の獲得を目的に、(ⅱ)

前後の工程を担う産地内外の企業との事業統合や連携などを通じて、（ⅲ）サプライチェ

ーンの再構築を図る際のビジネスモデルの検証（※）にかかる費用を補助します。 

※想定される事例 

－ＴＰＰ原産地規則対応を念頭に置いた国内外の素材調達ルート確立に向けた分析 

－海外需要獲得を見据えた産地間連携、異業種連携、事業再編にかかる事業性評価 

等 

 

＜スキーム図＞ 

 

   経 済 産 業 省     

     （申請）↑  ↓（補助）   補助率：２／３ 

      事業者（補助事業者）  

 

（１）補助率・補助額 

補助対象経費の２／３以内 

補助上限額：１，０００万円（事業額１，５００万円） 

   ※最終的な実施内容・交付額は、経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（２）支払時期 

補助金の支払は、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※事業終了前の支払（概算払）が認められる場合は制限されていますので御注意くだ

さい。 

（３）支払額の確定方法 
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事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、

支払額を確定します。 

支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした

帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳

格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありま

す。 

 

３． 補助対象者 

以下の要件を満たすものづくり関係の事業者・団体とします。なお、複数の企業によ

るコンソーシアム形式での申請も可能です。その場合は幹事会社を１社決めていただき、

その企業が代表して申請を行ってください。また、中小企業への波及効果が認められる

と考えられる場合に限り、大企業が申請主体あるいはコンソーシアムの構成員となるこ

とができます。 

① 日本に拠点を有していること 

② 特定の物の製造や企画、流通に関係する事業者・団体であること。 

③ （団体の場合は）中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）

第３条第１項に規定する中小企業団体、一般社団法人、一般財団法人、その他、

業界の代表的な団体として適当と認められる法人 

④ 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成１

５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件の

いずれにも該当しないこと。 

 

４．補助対象経費   

（１）補助対象経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめ

に必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。なお、ビジネスモデル検証にかか

る調査に該当する経費は、必ず計上してください。（直接人件費、謝金、外注費、再委託

費に計上可能です）。 

経費区分 経費内容 内容 

Ⅰ．人件費 直接人件費 補助事業に直接従事する事業従事者の人件費 

（注１）専門家に外注・委託することなく、申請者自

らがビジネスモデルの検証にかかる調査を実施する

場合に限り、当該業務に直接従事した時間のみを対象

として、経費に計上することが可能です。 

（注２）原則、平成２８年度健保等級ルールに基づい
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て算出することとします。詳細は、別紙「平成２７年

度中小企業・小規模事業者等海外展開戦略支援事業費

補助金（ものづくりサプライチェーン再構築支援事

業）における労務費の計算に係る実施細則（健保等級

ルール）」を参照してください。 

Ⅱ．事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅費 事業遂行に必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

（注）宿泊費も含みます。 

補助人件費 事業遂行に必要な補助員（アルバイト等）に係る経費

謝金 事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼し

た専門家又は委嘱した委員に謝礼として支払われる

経費 

借損料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レン

タル料として支払われる経費 

通訳・翻訳費 事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支

払われる経費 

資料購入費 事業遂行に必要な図書等を購入するために支払われ

る経費 

（注）取得価格（消費税込）が１０万円未満のものに

限ります。 

通信運搬費 打合せや展示会出展等のための郵送料、機器・機材等

の運搬のために支払われる経費 

展示会出展費 試作品、新製品等を展示会等に出展するために支払わ

れる経費 

（注）展示会等出展に伴う会場借料、会場整備費、商

品搬送費及び保険料を含みます。 

外注費 海外展示会でのアンケート調査など、外注経費 

印刷製本費 資料や印刷物作成を行うために支払われる経費 

試作品開発費 原材料調達、設計・デザイン・製造・改良・加工、製

造に必要な設備のリース・レンタルを行うための経費

（注）試作品にかかるものとして特定できる経費を対

象とします。また、設備の購入は対象となりません。

その他諸経費 事業を行うために必要な経費であって、４．（２）の

いずれの区分にも属さないもの。 

 

Ⅲ．委託費  補助事業者が直接実施することができないもの又は



6 
 

適当でないものについて、他の事業者に行わせるため

に必要な経費（委任契約） 

 

 

（２）経費として計上できない経費 

 ・交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの 

 ・通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る家

賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

・電話料金、インターネット利用料金等の通信費 

・販売（下記（３）のテスト販売を除く。）を目的とした製品・商品等の生産に係る経費 

・コピー代、事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費 

・飲食、ぜいたく、娯楽、接待の費用 

・不動産の購入費、車両購入費・修理費・車検費用 

・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 

・金融機関などへの振込手数料 

・公租公課（旅費にかかる出入国税を除く。消費税等の扱いについては、下記（４）を参

照ください。） 

・ＥＵのＶＡＴ（付加価値税）等の還付制度が適用され、実際に還付された金額（補助事

業終了後に還付された金額を含む）及び還付手続に係る委託費や手数料 

・各種保険料（旅費にかかる航空保険料、展示会出展にかかるものを除く。） 

・借入金などの支払利息及び遅延損害金 

・補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用 

・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

 

（３）テスト販売について 

以下の要件を全て満たす場合に補助対象とします。なお、テスト販売の実施に伴う収

入が発生した場合には、当該収入を補助事業に係る経費から差し引いて算出します。ま

た、本補助事業はサプライチェーンの再構築を伴うビジネスモデルの検証を補助対象と

しており、本経費だけを目的とした事業計画は認められません。 

・補助事業で製作した試作品を販売する場合 

・テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないもの。（試作品の改良、販

売予定価格の改定をした場合を除く。） 

・テスト販売品には「テスト販売価格」などと通常の販売商品とテスト販売品とが区別

できるよう、テスト販売品である旨を明記することが可能なもの。 

・消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することがで
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きるもの。 

 

（４）補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、

交付要綱に基づき、消費税等の確定に伴う報告書を求めることになります。 

これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補

助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした

消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、

失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の

観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

②免税事業者である補助事業者 

③簡易課税事業者である補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別

表第 3に掲げる法人の補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する補助事業者 

 

５．補助事業期間 

補助事業は、交付決定日を事業開始日とし、原則、平成２９年３月３１日までを事業期

間とします。 
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Ⅱ．公募申請手続等について 

 

１． 受付期間 

募集開始日：平成２８年３月７日（月） 

締切日：平成２８年４月７日（木）１７時必着 

 

２．説明会 

開催日時：平成２８年３月１４日（月）１４時～１５時 

場所：経済産業省 本館１７階東８ 第一共用会議室 

説明会への参加を希望する方は、３月１１日（金）１２時までに、メール又は

ＦＡＸにて御連絡ください。連絡先については、Ｐ．１２「Ⅲ．公募申請書提出

先及び問合わせ先」を御参照ください。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「中小企業・小規模事業者海外展開

戦略支援事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再構築支援事業）説明会出

席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」

「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」を明記ください。 

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に２名

まででお願いいたします。（コンソーシアム形式で応募される場合は一応募単位と

し、その中から２名までの出席でお願いいたします）。説明会の会場につきまして

は御登録いただきました「E-mail アドレス」まで御連絡いたします。また、出席

者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整させていただくことがありま

すので、あらかじめ御了承ください。 

 

３．公募申請に必要な提出物 

① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「中小企業・小規模

事業者海外展開戦略支援事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再構築支援事業）

申請書」と記載してください。 

・申請書（様式１）正１部、副６部 合計７部 

・提案書（様式２）正１部、副６部 合計７部 

・パンフレット等申請者の概要の分かる資料、定款、及び直近の過去３年分の財務

諸表＜７部＞ 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場

合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律
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第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を

除いて、情報公開の対象となりますので御了承ください。 

  ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作

成費用は支給されません。 

  ④ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算

額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることが

あります。 

 

４． 審査・採択方法 

（１）審査方法 

審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリング及び現

地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① Ⅰ．３の補助対象者の要件を満たしているか。 

② 提案内容が本補助事業の目的・交付対象に合致しているか 

③ 提案内容の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④ 本補助事業により検証するビジネスモデルが本格的な事業化を期待できる内

容と考えられるか。また、そのために必要な知見や資力など十分な実施能力を

有しているか。 

⑤ 事業化することで国内産地・地域経済への波及効果が認められるか。 

⑥ ＴＰＰ加盟国を含む海外展開計画となっているか。 

⑦ 本補助事業の実施方法等において、成果を高めるための効果的な工夫が見られ

るか。 

⑧ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足

なく考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑨ （大企業が申請主体、あるいはコンソーシアムのメンバーに含まれる場合）中

小企業への波及効果が認められるか。 

 

５． 採択結果の通知 

審査結果（採択又は不採択）については、後日、申請者宛に通知します。なお、審査

結果理由については、回答できませんので御了承ください。 

採択となった事業者に対しては、別途補助金に関する交付要綱等をお渡ししますので、

当該要綱等に基づき補助金の交付に係る手続を行っていただきます。その際、計上され
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た補助対象経費については、その内容・信ぴょう性を確認できる書類（見積書、カタロ

グ、仕様書等）の提出を行っていただきます。 

 

６．公表 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表します。 

 

７．補助事業者の義務 

本補助金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） 交付決定を受けた後、補助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

は補助事業を中止若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に承認

を得なければなりません。 

（２） 補助事業者は、補助事業の交付年度中の遂行状況及び収支状況について、経済産業省

が状況の報告を求めた場合には、速やかに報告しなければなりません。 

（３） 補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起算

して３０日を経過した日までに、実績報告書を作成し、経済産業省に提出しなければ

なりません。 

（４） 補助事業に基づく発明、考案等に関しては、産業財産権等を補助事業実施年度又は補

助事業年度の終了後５年以内に出願若しくは取得し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、当該年度を含む毎年度終了後３０日以内に産業財産権

等報告書を作成し、経済産業省に提出しなければなりません。 

（５） 交付年度の終了後の５年間、各年における補助事業成果の事業化状況を報告するとと

もに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。 

（６） 事業化状況の報告により補助事業の成果の事業化又は産業財産権等の譲渡又は実施

権設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による利益を得たと認めら

れた場合、その収益の一部を国に納付しなければなりません。 

（７） 補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業

の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的

運用を図らなければなりません。（他の用途への使用はできません。） 

なお、経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、

事前に経済産業省の承認を受けなければなりません。（補助対象物件を販売又は処分

もしくは目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。） 

また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に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。） 

（８） 補助金の交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減

額して申請しなければなりません。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除

税額が明らかでないものについては、この限りではありません。 
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なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、経済産業省に速やかに報告し、指

示に従わ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、補助事業に

係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、

この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費

税相当額については、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

ています。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。 

 

（９） 補助事業に係る経理については、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．財産の帰属 

補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業

者に帰属します。 

 

９．その他 

（１） 交付決定日以前に発生した経費（発注含む。）は補助対象にはなりません。 

（２） 物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、経済性の観点 

から、原則、一般の競争等に付してください。また、補助事業の一部を第三者に委託し、 

又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、経済産業 

大臣に届け出なければなりません。 

（３） 補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しよ 

うとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得な 

ければなりません。 

（４） 補助事業者は、経済産業大臣が補助事業の進ちょく状況の報告を求めた場合、速やか 

に報告しなければなりません。 

（５） 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、そ 

の日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで 

に実績報告書を経済産業大臣に提出しなければなりません。 

（６） 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経 

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了（廃止 

の承認を受けた場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後５年間、経済産業大臣 

の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

（７） 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」 
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という。）については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助 

金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。 

なお、当該取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて、別に定める財産処分 

制限期間中、適切に管理しなければなりません。 

（８） 補助事業者は、取得財産等のうち単価５０万円以上（税抜き）のものについては、別 

に定める期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け 

又は担保に供すること）はできません。 

ただし、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることによ 

り、当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合には、原則として、補助金の一部又 

は全額を納付（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。）しなければなりませ 

ん。 

（９） 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

 

 

Ⅲ．公募申請書提出先及び問合わせ先 

 

名称及び担当課 所在地等 

経済産業省製造産業局 

繊維課 

担当：菅野、佐藤（桂）、瀬戸 

〒100-8901  

東京都千代田区霞が関 1-3-1 

TEL: 03-3501-0969 

FAX: 03-3501-0316 

E-mail: seizo-seni@meti.go.jp 

 

 

お問合わせは電子メール又はＦＡＸでお願いします。電話でのお問合わせは受付でき

ません。 

なお、お問合わせの際は、件名（題名）を必ず「中小企業・小規模事業者海外展開戦

略支援事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再構築支援事業）」としてください。

他の件名（題名）ではお問合わせに回答できない場合があります。 
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Ⅳ．申請書の様式 

 

（様式１） 

受付番号 

※記載不要
 

経済産業省 あて 

 

 

平成２７年度「中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金（ものづくりサプラ

イチェーン再構築支援事業）」申請書 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

印又は署名 

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  

（注）コンソーシアム形式で申請する場合、幹事会社だけでなく構成事業者それぞれで１枚

ずつ作成すること。
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（様式２） 

 

平成  年  月  日 

 

 

 経済産業大臣 殿 

 

 

申請者住所（郵便番号・事務所所在地） 

申請者氏名（名称及び代表者の役職・氏名） 印 

 

 

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再構

築支援事業）補助事業計画書 

 

 

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金（ものづくりサプライチェーン再

構築支援事業）の交付を受けたいので、下記の書類を添えて提出いたします。 

 

記 

 
・補助事業計画書（別紙のとおり） 
・補足説明資料を別添として添付 
・団体概要等パンフレット、定款、決算書等を別添として添付 

 
（注）用紙はＡ４を使用すること。 
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（別紙） 

 

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金 
（ものづくりサプライチェーン再構築支援事業） 

補助事業計画書 
 

（１）申請者概要 

名称： 

代表者名及び役職名： 

住所： 

電話番号： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

連絡者名及び役職名： 

資本金 

（出資金） 
千円 職員数 人 

主たる 

業 種 
 設立日 年 月 日 

（注）コンソーシアム形式で申請する場合、代表して幹事会社の概要を記入すること。 

 

（２）事業内容 

１．サプライチェーンの現状と見直しの方向性（別表１） 

 

 

 

 

２．国内産地・地域経済への波及効果 
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３．事業内容 

（１） 市場獲得を目指す対象国 

 

 

（２）検証する新たなビジネスモデル 

 

 

（３）事業目標 

 

 

（４）事業計画 

 

 

４．海外市場獲得を目指す製品の特徴 

 

  

  

 

５．事業の実施期間 (開始予定) 平成  年  月  日 

(完了予定) 平成  年  月  日 

６．事業の実施スケジュール  

７．本補助事業で行おうとす

る取組の過去における実

施の有無 

有   ・   無 

８．上記で「有」の場合 （過去に実施した取組の内容） 

 

 

９．委託予定先 

 

(委託先／名称、代表者、住所、電話番号) 

(委託先業務概要) 

(委託内容) 

（注）必要に応じて補足説明資料を添付すること。 
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（３）補助事業に要する経費 

                                （単位：円） 

総事業費 補助対象経費 補助金要望額 

 

（注）詳細を別表２で添付すること。 

 

（４）補助金・委託費等の交付を受けた実績（過去５年間の実績） 

事業名 補助主体 補助 (予定)額（円） 採択年度 
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（別表１） 

サプライチェーンの現状と見直しの方向性 

 

 

現状のサプライチェーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名 業種 代表者氏名 資本金（千

円） 

従業員数

(人) 

     

     

     

     

     

     

（注１）上記「現状のサプライチェーン」に記入した企業について記入すること。 

（注２）組合の場合は、従業員数の欄に当該組合の会員数を記載するとともに、

会員の内訳が分かる資料を添付すること。 

 

見直し後のサプライチェーン 
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企業名 業種 代表者氏名 資本金（千

円） 

従業員数

(人) 

     

     

     

     

     

     

 （注１）上記「見直し後のサプライチェーン」に記入した企業について記入す

ること。 

（注２）組合の場合は、従業員数の欄に当該組合の会員数を記載するとともに、

会員の内訳が分かる資料を添付すること。 

 

（注１）素材の購入や加工の受発注の流れが明確になるよう記入すること。 

（注２）それぞれの製造・加工拠点の立地場所についても記入すること 
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（別表２） 

経費明細表 

 

① 経費配分内訳                            （単位：円） 

経費区分 内 容 総事業費 補助対象経費 経 費 内 訳 
補 助 金 

要 望 額 

      

合 計      

 

（注１）「経費区分」とは、人件費、事業費、委託費をいう。 

（注２）「総事業費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費をいう。 

（注３）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうち補助対象となる経費をいう。 

（注４）「経費内訳」は、必要に応じて別紙を作成するなど詳細な積算を記入すること。 

（注５）「補助金要望額」とは、「補助対象経費」のうち補助金の交付を希望する額で、その

限度は、「補助対象経費」に補助率を乗じた額となる。 

（注６）その他、必要に応じて各経費の内容が確認できる資料（仕様書、展示会等開催要領

等）を添付すること。 



21 
 

 

② 資金調達内訳 

区            分 補助事業に要する経費(円) 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

補 助 金   

そ の 他   

   

合 計 額   

 

③ 補助金要望額の手当方法（上記②の補助金要望額の手当方法） 

区       分 補助金相当額（円） 資金の調達先 

自 己 資 金   

借 入 金   

そ の 他   

   

合 計 額   

（注）①経費配分内訳の補助事業に要する経費の合計額は、②資金調達内訳の合計額と一

致させること。 

 

④ 補助事業の経理担当者の役職名・氏名 

役 職 名 氏  名 

  

 

 

 

 

 


