
小規模設備生産性向上支援事業補助金
岡山県委託事業

公益財団法人 岡山県産業振興財団
小規模設備生産性向上支援事業補助金事務局

申請書の書き方



１ 交付申請書（様式1）

申請日

申請者

１ 交付申請書



１ 交付申請書（様式1）

申請締切 令和2年9月15日

見積書
完納証明

履歴事項
証明書 誓約書

申請書

申請できるのは
全ての書類が
揃ってから

過去

未来

申請日は他の添付書類の日付以降

現在



１ 交付申請書（様式1）

履歴事項全部証明書 定款

法人の場合

印鑑登録された代表者印
（会社の実印）

申請者は、履歴事項全部証明書・定款と同じ内容



１ 交付申請書（様式1）
個人事業主の場合

個人の実印

申請者は、開業届・青色申告決算書と同じ内容を記入
※開業届出後に変更がある場合は、変更後の内容を記入

開業届青色申告決算書



別紙1 補助事業計画書

１ 申請者の概要



別紙1 補助事業計画書

忘れずに記入

申請書（様式第1）と同じ内容

交付申請書（様式1）



別紙1 補助事業計画書

補助事業の実施場所は
※実際に設備等が使用・設置される場所

※岡山県内の事業所

補助事業推進責任者連絡先は
※申請内容を説明できる企業の方



別紙1 補助事業計画書

資本金・出資金は
履歴事項全部証明書・定款と同じ金額

法人の場合



別紙1 補助事業計画書

資本金・出資金は記入不要です

個人事業主の場合



別紙1 補助事業計画書

従業員数は申請日における従業員数を記入

【従業員に含まれない者】
・役員、個人事業主
・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
・試用期間中の者



別紙1 補助事業計画書

主たる業種は
最も近い業種一つにチェック

参考：「ちぇっく」で変換→「☑」
「しかく」で変換→「■」

業務内容は
生産している商品や提供している
サービス、主要な取引先等



【記入例】

新型コロナウイルスの感染症の影響により
世界中で設備投資が一段と冷え込んでいる。
結果として、当社の主要取引先である

■■■■株式会社からの受注量が大きく減少
したことにより、令和2年4月の売上高は前年
同月と比較して約4割に減少した。

別紙1 補助事業計画書
新型コロナウイルス
感染症の影響について



別紙1 補助事業計画書
「危機関連保証」又は「セーフティネット4号」認定書の写しがある場合

チェック
「危機関連保証」
「セーフティネット4号認定書」

売上減少率は記入不要



別紙1 補助事業計画書
「危機関連保証」又は「セーフティネット4号」認定書の写しがない場合

チェック

比較した月の売上高がわかる書類と同額を記入

減少率の数値は小数点第2位を四捨五入
例）23.45%→23.5%

比較した月の売上高がわかる書類



別紙1 補助事業計画書

２ 補助事業の内容



別紙1 補助事業計画書

自社の現状（業況・現況）

【記入例】

新型コロナウイルスの感染症の影響により世
界中で設備投資が一段と冷え込んでいる。
結果として、当社の主要取引先である

■■■■株式会社からの受注量が大きく減少し
たことにより、令和2年4月の売上高は前年同月
と比較して約4割に減少した。



別紙1 補助事業計画書

生産性向上に関する自社の課題

【記入例】

前期決算においては、売上高300,000千円、
営業利益率約12％と工作機械の海外需要の影響
もあり好調であった。
しかし、今期は新型コロナウイルス感染症の影
響により、売上の大部分を占める主要取引先か
らの仕事量が激減していることから、先の見通
しが立っていない。



別紙1 補助事業計画書

※補助対象経費積算明細書（別紙２）
に対応するように補助種別にチェック

※設備等の概要を合わせて記入



別紙1 補助事業計画書

設備購入等による課題解決の具体的な内容

【記入例】

上記の生産管理システムを導入することにより、多品
種小ロット生産に対応できる体制を構築する。具体的に
は導入するシステムの機能を用いて以下の内容に取り組
む。

・材料および仕掛品、製品の在庫状況を管理
・機械の稼働状況を見える化し、適切な生産計画を作成
・図面データと連動した工程管理、加工状況の進捗管理
・受注情報からオペレータへの作業指示、納品情報まで
の一元管理



別紙1 補助事業計画書

設備購入等による生産性向上が及ぼす効果

【記入例】

以上の生産管理システムを導入することにより、以下
の効果が期待される。
・適正在庫量の確保による在庫ロスの削減
・機械稼働率の向上
・指示待ちや、仕掛品の探索といった非稼働時間の削減

これらにより、既存の主要取引先からの要望に継続的
に対応しつつ、新規顧客の受注を獲得し売上増加につな
げることができる。
また、適正在庫の確保により、在庫管理に要する費用

が削減でき、利益率の向上が可能となる。



別紙1 補助事業計画書

①発注していない場合

②発注済みまでの場合

③納品済みまでの場合

④支払(決済)済までの場合

※申請日において
次の場合に応じてスケジュールを記入



別紙1 補助事業計画書
①発注していない場合

申請書

開始(予定)日

発注書

申請日

納品書 支払(決算)予定日
納品予定日

発注予定日 完了(予定)日

事業終了期限 令和3年2月1日

過去

未来

現在

例）令和２年12月31日

例）令和２年11月１日

例）令和２年11月１日
例）令和２年12月31日



別紙1 補助事業計画書
②発注済みまでの場合

申請書

発注書
令和2年6月1日 申請日

納品書 支払(決算)予定日
納品予定日

発注日

完了(予定)日

事業終了期限 令和3年2月1日

過去

未来

開始日

発注日がわかる書類 現在

例）令和２年12月31日

例）令和２年６月１日

例）令和２年６月１日
例）令和２年12月31日



別紙1 補助事業計画書
③納品済みまでの場合

申請書

発注書
令和2年6月1日

申請日
納品書 支払(決算)予定日

納品日

発注日

完了(予定)日

過去

未来

開始日

発注日がわかる書類

現在例）令和２年６月１日

例）令和２年６月１日

例）令和２年12月31日

例）令和２年12月31日



別紙1 補助事業計画書
④支払(決済)済までの場合

申請書

発注書
令和2年6月1日

申請日納品書
支払(決算)日

納品日

発注日

完了日
過去 開始日

発注日がわかる書類

現在
例）令和２年6月１日

例）令和２年６月１日

例）令和２年7月31日

例）令和２年7月31日



別紙２ 補助事業対象経費積算明細書及び資金調達計画

別紙２
補助事業対象経費積算明細書
及び資金調達計画



別紙２ 補助事業対象経費積算明細書及び資金調達計画

支出の部

収入の部



別紙２ 補助事業対象経費積算明細書及び資金調達計画
支出の部

●●●●機 1 式 6,000,000 税抜

生産管理システム 1 式 3,000,000 税抜

9,900,000

該当する対象経費区分の欄に購入する設備の名称等を記入
※見積書等と照合できるよう記載してください。



別紙２ 補助事業対象経費積算明細書及び資金調達計画
支出の部

●●●●機 1 式 6,000,000 税抜

生産管理システム 1 式 3,000,000 税抜

9,900,000

数・単位を(a)に、単価を(b) に消費税込でご記入ください。
他の数字は自動で計算されます。

数量a 数量b



別紙2 補助事業対象経費積算明細書及び資金調達計画

補助金額
（自動で反映）

補助事業に
要する経費

資金調達先の
金融機関名等

補助金交付申請額
（e）

自己資金額
(f)+ + その他（借入等）

(g) ＝ 補助事業に要する
経費(c)

収入の部



小規模設備生産性向上支援事業補助金事務局
（公益財団法人 岡山県産業振興財団）

TEL：086-214-6302 E-mail：ss-machine@optic.or.jp
URL : https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/556.html

【お問い合わせ】

募集要項等を事前にご確認の上、申請をお願いいたします。

ご視聴ありがとうございました。
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