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※本マニュアルは、厳正な事業実施を行うため、改訂する場合があります。

最新版のマニュアル等については、随時、事務局ホームページをご確認ください。



Ⅰ．事業概要
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１．事業概要

新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油・原材料価格や物価高騰の影響を受ける事業者の事業継

続を下支えするため、「東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金」を支給する。

２．支給対象者

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金とは

① 市内に本社又は事業所等を有する中小事業者等であって、令和４年６月30日以前に創業し、今後も

市内で事業を営む意思のある者

POINT▶令和４年６月30日以前に創業した者

② 令和４年中の任意の連続する３か月（以下「対象期間」）の粗利等が、令和元年から令和３年までの

いずれかの同期間（以下「比較期間」）の粗利等と比較して30％以上減少している者

ただし、令和３年10月２日から令和４年６月30日までの間に創業した場合は、創業した日の翌月から

令和４年９月までの任意の連続する3か月を比較期間（以下「特例比較期間」）とし、特例比較期間

は対象期間と重複してはならない

POINT▶比較期間から対象期間の粗利等が30％減少している者

③ 比較期間の粗利等が、法人50万円以上、個人事業主25万円以上である者

④ 市税の滞納がない者

⑤ 「経済状況のモニタリング」に対して、情報提供等の協力ができる者

⑥ 「事業者ポータルサイト」に登録ができる者

※1）粗利等とは、売上から仕入原価等を差し引いた額又は売上から製造原価等を差し引いた額

※2）仕入原価等とは、仕入原価、光熱費及び燃料費の額の合計

※3）製造原価等とは、材料費、光熱費及び燃料費の額の合計

※1

※2
1

※3
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３．支給対象外

次のいずれかに該当する者は、支給対象者としないものとする。

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に

規定する暴力団員

② 暴力団等と密接な関係を有する者又は東広島市暴力団排除条例（平成23年東広島市条例第16

号）第２条第３号に掲げる者

③ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

④ 法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に規定する公共法人

⑤ その他市長が不適当と認める者

４．支援金の額（1事業者当たり）

※ただし、これまで市が実施した、運送事業者等を対象とした「燃油費高騰緊急支援金」等を受給し、当該

額が本支援金の上限額に達していない場合は、その差額分を支給する。

〈法人〉 10万円

〈個人事業主〉 ５万円

Ⅰ．事業概要
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１．申請の対象期間・比較期間について

「対象期間」とは令和4年の任意の連続3ヶ月。

Ⅱ．支援金の支給について

対象期間

令和4年（2022年）

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

「比較期間」とは令和元年から令和3年のいずれかの「対象期間」と同じ3ヶ月。

※「対象期間」で2月〜4月を選択した場合、「比較期間」も任意の年の同じ2月〜4月を選択する。

比較期間

令和元年（2018年）〜令和3年（2021年）のいずれかの年

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

対象期間

3ヶ月分の粗利等

比較期間

3ヶ月分の粗利等

比較期間より対象期間の粗利等が

30％以上減少している者

２．対象期間・比較期間による支給対象条件

比較期間の粗利等が、法人50万円以上、個人事業主25万円以上である者

※「粗利等」とは次項参照
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３．粗利等について

Ⅱ．支援金の支給について

売上
仕入原価 光熱費

電気・ガス

燃料費
ガソリン等 ＝ 粗利等＋＋－

〈仕入原価等〉とは

仕入原価＋光熱費＋燃料費

〈製造原価等〉とは

材料費＋光熱費＋燃料費

４．粗利等の算出における参照資料

売上 仕入原価又は材料費 光熱費（電気・ガス） 燃料費（ガソリン等）

法人

対象期間
月次試算表
売上台帳

売上高 ３ヶ月分

月次試算表
仕入台帳

仕入高 ３ヶ月分

総勘定元帳
水道光熱費

水道費除く ３ヶ月分

総勘定元帳
燃料費
３ヶ月分

比較期間
法人事業概況説明書
（裏）／月別売上（収
入）金額 ３ヶ月分

法人事業概況説明書（裏）
／月別仕入金額 ３か月分

総勘定元帳
水道光熱費

水道費を除く ３か月分

総勘定元帳
燃料費
３か月分

個人
事業主青
色

対象期間
月次試算表
売上台帳

売上高 ３ヶ月

月次試算表
仕入台帳

仕入高 ３ヶ月分

総勘定元帳
水道光熱費

水道費除く ３ヶ月分

総勘定元帳
燃料費
３ヶ月分

比較期間
青色申告決算書（裏）月
別売上（収入）金額 ３ヶ

月分

青色申告決算書（裏）月
別仕入金額
３か月分

青色申告決算書※1

水道光熱費
水道費を除く ３か月分

補助定元帳
燃料費
３か月分

個人
事業主
白色

対象期間
売上台帳
３ヶ月分

仕入台帳
３ヶ月分分

経費帳
水道光熱費

水道費除く ３ヶ月分

経費帳
燃料費
３ヶ月分

比較期間
収支内訳書※1

売上（収入）金額 ３ヶ月
分

収支内訳書※1

仕入金額
３か月分

収支内訳書※1
水道光熱費

水道費を除く ３か月分

経費帳
燃料費
３か月分

※1）年間金額のみ記載されているものについては、別途、月別の金額がわかる書類の添付が必要です。

仕入原価等又は製造原価等

材料費
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５．申請方法

「東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金」の申請方法は次の２通りあります。

Ⅱ．支援金の支給について

WEB申請

当事業の専用ホームページから申請を行います。

❶⑴⑵の申請書類をダウンロードして、記入作成。

❷必要書類を準備する。

❸申請書類、必要書類をデータ化し、アップロードする。

※申請書類・必要書類は次項参照。

郵送申請

申請書類と必要書類を準備し、事務局に郵送する。

❶申請書類は専用ホームページからダウンロードするか、事務局に電話して

書類を郵送で受け取る方法があります。

❷必要書類を準備し、申請書類と一緒に郵送する。

※申請書類・必要書類は次項参照。

専用ホームページ
URL

https://higashihiroshima-jigyoshakinkyushienkin.com

申請書類送付先

〒730-0053

広島市中区東千田町2-11-20 広電本社ビル別館4F

「東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金」事務局 宛

電話 082-298-5936
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６．申請提出書類

申請者 書類 提出書類

法人

申請書類

◎東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給申請書（別記様式第１号）

⑴粗利等減少確認表（別記様式第２号）

⑵誓約書兼同意書（別記様式第３号）

必要書類

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は法人設立届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑹法人登記簿謄本の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

個人
事業主

申請書類

◎東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給申請書（別記様式第１号）

⑴粗利等減少確認表（別記様式第２号）

⑵誓約書兼同意書（別記様式第３号）

必要書類

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は開業届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑹本人確認書類

●運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等の写し

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

支援金の支給を受けようとする者は、次の表に掲げる書類を提出してください。

WEB申請は、⑴⑵の申請書類を記入作成し、必要書類含めてデータ化してのアップロードとなります。

※別記様式第１号は申請フォーマットで入力いただきます。

Ⅱ．支援金の支給について

下記(4)、(5)に関しましては、仕入原価又は材料費及び光熱費（電気・ガス）、

燃料費（ガソリン等の内訳が分かるもの（総勘定元帳など）をご提出下さい。

なお、「売上ー仕入原価」または「売上ー材料費」のみで対象要件を満たす場合は、光熱費、燃料費を含める必要はありません。
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□専用ホームページから⑴⑵の申請書類をダウンロードして必要事項をデータ
入力（又は記入）

□申請フォームの必要事項を入力し、入力した申請書類と必要書類
（P5参照）をデータ化してアップロード

申請者

□各書類の出力
□申請書類等の審査・チェック
●不備があれば申請者に連絡し、修正、再提出を依頼

事務局

□市へデータ化した申請書類等を送信事務局

□最終審査後、適否を決定、連絡
●支給決定者には、支給決定通知書、支給請求書を送付

●不支給決定者には不支給決定通知書を送付

東広島
市

□支給請求書を市に提出
決定
申請者

□支援金振込
東広島
市

□支援金受取り
決定
申請者

□不支給決定通知書が届く
不決定
申請者

Ⅲ．支援金の支給について－WEB申請フロー図－

WEB申請フロー図
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A-専用ホームページから申請書類をダウンロード
B-事務局に連絡して、申請書類を郵送で入手

□申請書類の作成と必要書類（P5参照）を準備して事務局へ郵送

申請者

□郵送書類の受取り
□申請書類等の審査・チェック
●不備があれば申請者に連絡し、修正、再提出を依頼

事務局

□市へデータ化した申請書類等を送信事務局

□最終審査後、適否を決定、連絡
●支給決定者には、支給決定通知書、支給請求書を送付

●不支給決定者には不支給決定通知書を送付

東広島
市

□支給請求書を市に提出
決定
申請者

□支援金振込
東広島
市

□支援金受取り
決定
申請者

□不支給決定通知書が届く
不決定
申請者

Ⅲ．支援金の支給について－郵送申請フロー図－

郵送申請フロー図
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WEBでの申請手順❶

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

WEB

□申請専用ホームページから次の書類をダウンロードして記入作成▶ダウンロード方法は、次項掲載

⑴粗利等減少確認表（別記様式第２号）

⑵誓約書兼同意書（別記様式第３号）

□次の資料の準備

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は法人設立届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

〈法人〉 法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

〈個人事業主〉 青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳の写し

⑹〈法人〉 法人登記簿謄本の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

〈個人事業主〉 本人確認書類

●運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等の写し

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

STEP１ 申請前の準備
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WEBでの申請手順❷

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

専用ページを開き、スクロールしていただくと、申請書類一覧のダウンロードページが表示されます。

□次のページ以降にある⑴別記様式第2号、⑵別記様式第3号の書類をダウンロードして書類を作成して
ください。

●Word/Excelはダウンロードして入力後、そのWord/Excelファイルででアップロードできます。

●PDFは、ダウンロード後、ボールペン等で記入作成した後、データ化して、アップロードしていただきます。

□「申請書類一式ダウンロード」はWord/Excel/PDFの書類全てが一括でダウンロードできます。

－データ化について－

●ファイルのデータ化は、PDF、JPG、JPEGでお願いします。

（iPhone等で撮影されたHEICフォーマットは、JPEGに変換してお送りください。）

●画像データは出来る限りデータを軽くしていただいて、添付をお願いします。

WEB
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⑴粗利等減少確認表（別記様式第２号）記入方法

各項目の金額はP５ 「４.粗利等の算出における参照資料」 の表を参考にしてください。

〈法人〉月次試算表・売上台帳・仕入台帳・総勘定元帳を参照に記入。

〈個人事業主〉月次試算表・総勘定元帳・経費帳を参照に記入。

仕入原価又は材料費＋光熱費＋燃料費

〈法人〉法人事業概況説明書・総勘定元帳を参照に記入。

〈個人事業主〉青色申告決算書・収支内訳書・補助元帳・経費帳を参照に記入。

※ゴム印可、代表印等の印鑑押印は不要です。

A：30 B：90の場合

（90－30）÷90×100＝44％

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

WEBでの申請手順❸WEB

STEP２ 各申請書類の記入方法
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⑵誓約書兼同意書（別記様式第３号）記入方法

※ゴム印可、代表印等の印鑑押印は不要です。

※郵送日を記入してください。

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

WEBでの申請手順➍WEB
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事務局ホームページ（https://higashihiroshima-jigyoshakinkyushienkin.com）

WEBでの申請手順➎

STEP３ オンライン申請に進む

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

STEP４ 申請フォーム入力

専用ページを開き、「オンライン申請」をクリック

して、申請フォームへ進む。

各項目を入力してください。

該当する方をクリックしてくだ

さい。

該当する方は、金額を記入

してください。

同意される方は、クリックして

ください。

同意できない方は支給対象

外となります。

WEB
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STEP５ 各必要書類準備

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は法人設立届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

〈法人〉 法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

〈個人事業主〉 青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳の写し

⑹〈法人〉 法人登記簿謄本の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

〈個人事業主〉 本人確認書類

●運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等の写し

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

これらの書類を準備してデータ化してください。

●ファイルのデータ化は、PDF、JPG、JPEGでお願いします。

（iPhone等で撮影されたHEICフォーマットは、JPEGに変換してお送りください。）

●1ヶ所のアップロードでファイルが複数になる場合（2枚以上のデータ等）は、ZIPフォルダで1つにしてください。

●画像データは出来る限りデータを軽くしていただいて、添付をお願いします。

WEBでの申請手順➏

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

WEB
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WEBでの申請手順➐

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

STEP６ 申請書類をアップロード

［STEP１］で作成した申請書類と必要書類を「ファイルの選択」から選んでアップロードしてください。

●アップロード書類は、各項目を間違えないようにアップロードしてください。

●アップロードすると［ファイルが選択されていません］の欄にファイル名が掲示されます。

●各書類をデータ化したとき⑴〜⑻の書類名と同じファイル名を付けられるのをお薦めします。

全てのファイルをアップロードしたら、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

1ヶ所にアップロードするファイルが
２枚以上ある場合はZIPフォルダ
で1つにまとめてください。

WEB
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WEBでの申請手順❽

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

STEP７ 確認画面〜送信

確認画面を見て、間違いがなかったら、「送信する」をクリックしてください。

入力に誤りがある場合は、次の画面が出ます。

修正をして再度確認が面から「送信する」をクリックしてください。

WEB
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WEBでの申請手順➒

STEP８ 事務局での提出資料チェック及び審査

入力された情報・書類を事務局にて確認

●不備等があれば、事務局から連絡（電話又はメール）をいたしますので、入力の修正、書類の再提出を

お願いします。

Ⅳ．申請方法 －WEB申請－

STEP９ 東広島市から支給適否の連絡

支給決定者には「支給決定通知書（別記様式第４号）」と「支給請求書（別記様式第６

号）をお送りいたします。

支給決定者

※別記様式第４号・第５号・第６号のサンプルはP27〜29に掲載

□支給請求書（別記様式第６号）に必要事項を記入して、東広島市（産業振興課）に提
出してください｡

東広島市から入金

不支給決定者には「不支給決定通知書（別記様式第５号）」をお送りいたします。

不支給決定者

WEB
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郵送での申請手順❶

□申請書類の準備

〈申請書類のダウンロード〉

事務局ホームページ（https://higashihiroshima-jigyoshakinkyushienkin.com）を開いて、

各申請書をダウンロードしてご利用ください。

〈申請書類を事務局に郵送依頼〉

インターネットダウンロード環境にない方は、事務局に連絡してください、申請書類を郵送いたします。

□次の資料

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は法人設立届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

〈法人〉 法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

〈個人事業主〉 青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳の写し

⑹〈法人〉 法人登記簿謄本の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

〈個人事業主〉 本人確認書類

●運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等の写し

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

STEP１ 申請前の準備

郵送

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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郵送での申請手順❷

STEP２ 各申請書類の記入方法

郵送

◎東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給申請書（別記様式第１号）記入方法❶

※ゴム印可、代表印等の印鑑押印は不要です。

※該当する方にチェックを入れてください。

※上記の記文に該当される方はその金額を記入してください。

※郵送日を記入してください。

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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郵送での申請手順❸郵送

◎東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給申請書（別記様式第１号）記入方法❷

※上記、3.4の質問でどちらかにチェックを入れてください。

「同意しない」にチェックが入っていると支給対象者となりません。

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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郵送での申請手順➍郵送

⑴粗利等減少確認表（別記様式第２号）記入方法

各項目の金額はP５ 「４.粗利等の算出における参照資料」 の表を参考にしてください。

〈法人〉月次試算表・売上台帳・仕入台帳・総勘定元帳を参照に記入。

〈個人事業主〉月次試算表・総勘定元帳・経費長を参照に記入。

仕入原価又は材料費＋光熱費＋燃料費

〈法人〉法人事業概況説明書・総勘定元帳を参照に記入。

〈個人事業主〉青色申告決算書・収支内訳書・補助元帳・経費長を参照に記入。

※ゴム印可、代表印等の印鑑押印は不要です。

A：30 B：90の場合

（90－30）÷90×100＝44％

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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郵送での申請手順➎郵送

⑵誓約書兼同意書（別記様式第３号）記入方法

※ゴム印可、代表印等の印鑑押印は不要です。

※郵送日を記入してください。

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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STEP３ 各必要書類準備

⑶営業実態が確認できる書類

●直近の確定申告書又は法人設立届の写し

⑷対象期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

●月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

⑸比較期間の売上並びに仕入原価等又は製造原価等を証する書類

〈法人〉 法人事業概況説明書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し

〈個人事業主〉 青色申告決算書、収支内訳書、月次試算表、売上台帳、仕入台帳の写し

⑹〈法人〉 法人登記簿謄本の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

〈個人事業主〉 本人確認書類

●運転免許証、個人番号カード又は住民票記載事項証明書等の写し

⑺市税の滞納のない証明書の写し

●提出日前３か月以内に発行されたもの

⑻その他市長が必要と認める書類

これらの書類を準備して申請書と併せて郵送してください。

郵送での申請手順➏郵送

STEP４ 事務局での提出資料チェック及び審査

郵送された情報・書類を事務局にて確認。

●不備等があれば、事務局から連絡（電話）をいたしますので、入力の修正、書類の再提出をお願いし

ます。

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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郵送での申請手順➐郵送

STEP５ 東広島市から支給適否の連絡

支給決定者には「支給決定通知書（別記様式第４号）」と「支給請求書（別記様式第６

号）をお送りいたします。

支給決定者

※別記様式第４号・第５号・第６号のサンプルはP27〜29に掲載

□支給請求書（別記様式第６号）に必要事項を記入して、東広島市（産業振興課）に提
出してください。

東広島市から入金

不支給決定者には「不支給決定通知書（別記様式第５号）」をお送りいたします。

不支給決定者

Ⅴ．申請方法 －郵送申請－
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１. 留意事項

①必要に応じて追加書類の提出等を求め、また、現地調査等を行う場合があります。

②支給申請の内容に虚偽があるなど、不正な手段により支援金の支給を受けたことが判明した場合は、

支給決定を取り消し、支援金を返還していただきます。

③提出された書類等については、個人情報保護法、東広島市情報公開条例及び個人情報保護条例等の

規定に基づき取り扱います。また、提出された書類等は原則返却いたしませんので、東広島市から問い合わ

せがあった時に対応できるよう、写し等の確保・保管をお願いします。

２. 各連絡先一覧

●専用ホームページURL

https://higashihiroshima-jigyoshakinkyushienkin.com

●申請書類の郵送先

〒730-0053 広島市中区東千田町2-11-20 広電本社ビル別館4F

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金事務局 宛

●申請書郵送依頼及び問い合わせ先

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金事務局

電話 082-298-5936 （受付時間：9時〜17時／土日祝日を除く。）

●支給請求書の郵送先

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29

東広島市産業部産業振興課 宛

👉申請書のダウンロードが困難な方

申請書のダウンロードが困難な方は、上記事務局までお問い合わせください。

Ⅵ．申請方法－その他－
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Ⅶ．各書類

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給決定通知書（別記様式第４号）

見本
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Ⅶ．各書類

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金不支給決定通知書（別記様式第５号）

見本
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Ⅶ．各書類

東広島市原油価格・物価高騰対策緊急支援金支給請求書（別記様式第６号）

見本
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Ⅷ．FAQ

Q１．中小企業の定義はどのようなものですか。

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項の規定に該当する事業者です。

概要は表のとおり。

資本金の額

出資の総額

常時使用する

従業員数

①製造業、建設業、運輸業

その他の業種（②～④を除く）
3億円以下 300人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下

③サービス業 5千万円以下 100人以下

④小売業 5千万円以下 50人以下

中小企業者

（下記のいずかを満たすこと）
業種

Q２．どのような業種が対象となりますか。

中小企業基本法第２条第１項に定める事業者であれば、基本的に全業種を対象としています。

（対象とならない法人など）社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益

社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、協同組合など

Q３．事業者の本社（法人）や住所（個人）が市外で、事業所等が市内の場合は対象となりますか。

事業所等が市内にある場合は、対象となります。

Q４．事業者の住所（個人）が市内で、事業所等が市外の場合は対象となりますか。

対象外です。市内に本社又は事業所等がある場合のみ対象となります。

Q５．市内に複数の事業所等がある場合、事業所ごとに申請できますか。

できません。市内に複数の事業所等がある場合、１事業者扱いとなります。
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Ⅷ．FAQ

Q６．個人事業主で、主たる収入が営業収入・農業収入であるとは具体的にどういう場合ですか。

確定申告において、営業収入・農業収入のみしかない場合、又は営業収入・農業収入が給与収入等を上回る

場合をいいます。

Q７．アパート経営をしている個人事業主は、対象となりますか。

不動産収入が主たる収入になる個人事業主は、対象となりません。

Q８．創業して間もないが、補助対象となりますか。

令和４年７月１日以降に創業した者は、対象となりません。

Q９．フリーランスでも対象になりますか。

支給要件を満たしていれば、対象となります。

Q10．運送事業者等を対象とした「燃油費高騰緊急支援金」を以前受給しましたが、対象となりますか。

「燃油費高騰緊急支援金」の受給額が、本支援金の上限額に達していない場合は対象となり、差額分が支給額

となります。

Q11．確定申告書に収受印等は必要ですか。

収受印等がある方が望ましいですが、やむを得ず準備できない場合は、一旦ご提出いただき、事務局で判断いた

します。

Q12．確定申告書は、税務署に提出して手元にないが、どうしたらよいですか。

確定申告書の写しの再交付について、所管の税務署や顧問税理士にご相談ください。
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Ⅷ．FAQ

Q14．仕入原価等の仕入原価と製造原価の違いは何ですか。

〈仕入原価〉 商品等を仕入れた費用です。

〈製造原価〉 商品等を製造するときの材料費や光熱費です。

※これらは職種によって分けられます。（製造業と販売業などの違い）

Q15．光熱費に水道費は対象となりますか。

水道費は対象となりません。電気代、ガス代のみです。

Q13．粗利等とは何でしょうか。

今回の支援金支給制度で定義している粗利等とは

売上高－仕入原価等（仕入原価＋光熱費＋燃料費）＝粗利等

又は

売上高－製造原価等（材料費＋光熱費＋燃料費）＝粗利等

Q16．個人事業主ですが、住民票は東広島市外にあり、事業所は東広島市内にあります。
市税の滞納のない証明書の写しは、いずれの市町で取得すればよいですか。

個人事業主の場合は、住民票のある市町で取得してください。

Q17．経済状況のモニタリングとは、どのようなものですか。

アンケートやヒアリングによって事業活動の概況をお伺いさせて頂く場合があります。

今後の市政に役立てるために行うものですので、ご協力をお願い致します。

Q18．事業者ポータルサイトとは、どのようなものですか。

事業活動に役立つ情報を集約した事業者のためのサイトです。

登録することで有益な情報をメールで受け取ることができます。令和5年３月に開設の予定です。
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Ⅷ．FAQ

Q20．外注費は、仕入原価又は製造原価に加えることは出来ますか。

外注費については、本支援金の対象外です。

Q19．仕入原価等又は製造原価等を計算する場合は、必ず光熱費と燃料費を加えなくてはなりませんか。

「売上－仕入原価」又は「売上－材料費」のみで対象要件を満たす場合は、

光熱費、燃料費を含める必要はありません。


