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１．給付申請額
２．申請者情報

の記載方法について…

■申請書 書式のありか↓（大津市役所のホームページ）
https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/49494.html



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 2

給付申請書兼請求書
◇申請日付

◇給付申請額
中小企業者等 200,000円
個人事業主 50,000円

◇申請者情報
本店所在地
会社名(屋号)
代表者職・氏名

◇代表者印
①個人の場合 認印
②法人の場合 代表者印

※社印、屋号印は不可

◇市内事業所・事務所の所在地

◇訂正する場合(印字を含む)
→二重線で該当箇所を消して、

訂正印を押してください
※修正液による修正は不可



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 3

給付申請書兼請求書 ◇担当連絡先
・所属
・氏名
・電話番号：日中連絡が可能な番号でお願いします
・メールアドレス

◇資本金
◇業種
◇常時雇用する従業員数

◇申請者種別
（中小企業者等／個人事業主どちらかに〇）
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３．要件確認
(１) 直近決算期の売上金額に対する仕入金額

の記載方法について…



◇直近の決算書数字の記入要領
6ページから 8ページをご参照ください

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

■パターン①

■パターン②

■パターン③

所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合
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◇直近の決算書数字の記入要領
9ページから 11ページをご参照ください

◇直近の決算書数字の記入要領
12ページから 14ページをご参照ください

ご準備いただく資料

◇直近の決算期資料
→法人事業概況説明書の控

◇直近の決算期資料
→所得税青色申告決算書の控

◇直の近決算期資料
→収支内訳書の控

御社にて使用されている
決算書の書式が

どれかをご確認ください



法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

◇法人事業概況説明書より
◇対象期間（事業年度）
◇売上(収入)高
◇原材料費(仕入高)

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン①

直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)

売上（収入）高

原材料費（仕入高）
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対象期間
〇年〇月～〇年〇月

法人事業概況説明書



法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

①売上(収入)高
→ (A) 「売上金額」 に転記

②原材料費(仕入高)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出

◇法人事業概況説明書より
◇対象期間（事業年度）
◇売上(収入)高
◇原材料費(仕入高)

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン①

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)
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売上（収入）高

原材料費（仕入高）

対象期間
〇年〇月～〇年〇月

給付申請書兼請求書
３ 要件確認

(1) 直近決算期・・・・



法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

①売上(収入)高
→ (A) 「売上金額」 に転記

②原材料費(仕入高)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出

◇法人事業概況説明書より
◇対象期間（事業年度）
◇売上(収入)高
◇原材料費(仕入高)

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン①

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合) 確認作業等

左記より
(B)÷(A)＝(C)

を算出

※(C)直近決算期に
おける売上高に
占める仕入高の
割合
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①売上(収入)高
〔事例〕 450万円

◇対象期間
〔事例〕
令和3年4月～令和4年3月

給付申請書兼請求書

上記①②を入力すると
仕入高割合が自動計算される
(C)=仕入金額(B)÷売上金額(A)
※(C)30%以上であることが要件
パーセント表記をした上で、小数点第3位を切り捨て
→その状態で整数値が30％以上になっていること

（例）29.995％→小数点３位以下切り捨て
→29.99％

→上記例の場合、整数値が30以上でないので給付対象外

※(C)の数字を確認
→30%以上で

あることを確認

②原材料費(仕入高)
〔事例〕 135万円



所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン②

直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)

◇所得税青色申告決算書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

売上（収入）金額

仕入金額（製品製造原価）
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対象期間
〇年〇月～〇年〇月

所得税青色申告決算書



所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン②

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)

◇所得税青色申告決算書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

①売上(収入)金額
→ (A) 「売上金額」 に転記

②仕入金額(製品製造原価)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出
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売上（収入）高

仕入金額（製品製造原価）

対象期間
〇年〇月～〇年〇月

給付申請書兼請求書
３ 要件確認

(1) 直近決算期・・・・



所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

①売上(収入)金額
→ (A) 「売上金額」 に転記

②仕入金額(製品製造原価)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出

◇所得税青色申告決算書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン②

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合) 確認作業等

左記より
(B)÷(A)＝(C)

を算出

※(C)直近決算期に
おける売上高に
占める仕入高の
割合
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◇対象期間
〔事例〕
令和3年4月～令和4年3月

給付申請書兼請求書

上記①②を入力すると
仕入高割合が自動計算される
(C)=仕入金額(B)÷売上金額(A)
※(C)30%以上であることが要件
パーセント表記をした上で、小数点第3位を切り捨て
→その状態で整数値が30％以上になっていること

（例）29.995％→小数点３位以下切り捨て
→29.99％

→上記例の場合、整数値が30以上でないので給付対象外

①売上(収入)高
〔事例〕 450万円

※(C)の数字を確認
→30%以上で

あることを確認

②原材料費(仕入高)
〔事例〕 135万円



収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合

■事業者様・個人事業主様の申請準備作業⑨

■パターン③

直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)

◇収支内訳書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

売上（収入）金額

仕入金額（製品製造原価）
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対象期間
〇年〇月～〇年〇月

収支内訳書



収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合

①売上(収入)金額
→ (A) 「売上金額」 に転記

②仕入金額(製品製造原価)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出

◇収支内訳書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

■事業者様・個人事業主様の申請準備作業⑩

■パターン③

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合)
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仕入金額（製品製造原価）

対象期間
〇年〇月～〇年〇月

売上（収入）金額

給付申請書兼請求書
３ 要件確認

(1) 直近決算期・・・・



収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合

①売上(収入)金額
→ (A) 「売上金額」 に転記

②仕入金額(製品製造原価)
→ (B) 「仕入金額」 に転記

→上記 (B)÷(A) を算出

◇収支内訳書より
◇対象期間
◇売上(収入)金額
◇仕入金額(製品製造原価)

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン③

給付申請書兼請求書への記載方法直近決算期１年間の売上高、仕入高の集計(前年決算期の仕入割合) 確認作業等

左記より
(B)÷(A)＝(C)

を算出

※(C)直近決算期に
おける売上高に
占める仕入高の
割合
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◇対象期間
〔事例〕
令和3年4月～令和4年3月

給付申請書兼請求書

上記①②を入力すると
仕入高割合が自動計算される
(C)=仕入金額(B)÷売上金額(A)
※(C)30%以上であることが要件
パーセント表記をした上で、小数点第3位を切り捨て
→その状態で整数値が30％以上になっていること

（例）29.995％→小数点３位以下切り捨て
→29.99％

→上記例の場合、整数値が30以上でないので給付対象外

①売上(収入)高
〔事例〕 450万円

※(C)の数字を確認
→30%以上で

あることを確認

②原材料費(仕入高)
〔事例〕 135万円
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３．要件確認
(２) 連続する３か月分の売上金額に対する仕入金額の割合

の記載方法について…



◇令和４年度数字の記入要領
17ページから 19ページをご参照ください

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

■パターン①

■パターン②

■パターン③

所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合
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◇令和４年度数字の記入要領
20ページから 22ページをご参照ください

◇令和４年度数字の記入要領
23ページから 25ページをご参照ください

ご準備いただく資料

◇令和４年５月～11月の期間において
各月の仕入高、売上高の分かる資料
→売上台帳、仕入台帳等

◇令和４年５月～11月の期間において
各月の仕入高、売上高の分かる資料
→売上台帳、仕入台帳等

◇令和４年５月～11月の期間において
各月の仕入高、売上高の分かる資料
→売上台帳、仕入台帳等

御社にて使用されている
決算書の書式が

どれかをご確認ください



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)高の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇原材料費(仕入高)の元になる帳簿(仕入台帳等)
→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン①

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合

売上台帳
令和４年５月
〇〇株式会社

仕入台帳
令和４年５月
〇〇株式会社

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

売上高を月ごとに抽出

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

仕入高を月ごとに抽出

■法人事業概況説明書
→「売上(収入)高」 の元となる帳簿

(例)売上台帳等

■法人事業概況説明書
→「原材料費(仕入高)」 の元となる帳簿

(例)仕入台帳等
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■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)高の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇原材料費(仕入高)の元になる帳簿(仕入台帳等)
→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン①

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上高
→ 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入高
→ 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法

法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合
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売上金額
令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記

仕入金額
令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記

給付申請書兼請求書 ３ 要件確認
(2) 連続する３か月分・・・・



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)高の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇原材料費(仕入高)の元になる帳簿(仕入台帳等)
→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン①

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上高
→ 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入高
→ 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法 確認作業等

法人事業
概況説明書

を作成している
法人様の場合
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上記①②を入力すると仕入高割合が自動計算される
(F)＝仕入金額(E)÷売上金額(D)

※(F)小数点第３位切り捨て

給付申請書兼請求書

②仕入高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：12万円

6月：13万円
7月：14万円 →3か月合計 (E) 39万円

直近の決算期と今期の仕入金額の割合の差が自動計算される
(G)＝[今期の仕入高の割合(F)] ー [直近の決算期の仕入高の割合(C)]

※(G)→ +3%以上であることが要件

①売上高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：38万円

6月：39万円
7月：40万円 →3か月合計 (D) 117万円



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン②

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

売上高を月ごとに抽出

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

仕入高を月ごとに抽出
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■所得税青色申告決算書
→「売上(収入)金額」 の元となる帳簿

(例)売上台帳等

売上台帳
令和４年５月
〇〇株式会社

■所得税青色決算申告書
→「仕入金額(製品製造原価)」 の元となる帳簿

(例)仕入台帳等

仕入台帳
令和４年５月
〇〇株式会社



◇売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン②

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上金額
→ (A) 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入金額
→ (B) 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法

所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

21

給付申請書兼請求書
売上金額

令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記

仕入金額
令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記

３ 要件確認
(2) 連続する３か月分・・・・



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳等の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳等の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン②

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上金額
→ (A) 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入金額
→ (B) 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法 確認作業等

所得税青色
申告決算書

を作成している
個人事業主様

の場合

22

①売上高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：38万円

6月：39万円
7月：40万円 →3か月合計 (D) 117万円

給付申請書兼請求書

②仕入高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：12万円

6月：13万円
7月：14万円 →3か月合計 (E) 39万円

上記①②を入力すると仕入高割合が自動計算される
(F)＝仕入金額(E)÷売上金額(D)

※(F)小数点第３位切り捨て

直近の決算期と今期の仕入金額の割合の差が自動計算される
(G)＝[今期の仕入高の割合(F)] ー [直近の決算期の仕入高の割合(C)]

※(G)→ +3%以上であることが要件



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

◇売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン③

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

売上高を月ごとに抽出

令和４年５月～11月までの
任意の連続する３か月分の

仕入高を月ごとに抽出
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■収支内訳書
→売上(収入)高の元となる帳簿

(例)売上台帳等

売上台帳
令和４年５月
〇〇株式会社

■収支内訳書
→仕入金額(製品製造原価)の元となる帳簿

(例)仕入台帳等

仕入台帳
令和４年５月
〇〇株式会社



◇売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

◇仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

■パターン③

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上金額
→ (A) 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入金額
→ (B) 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法

収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合
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３ 要件確認
(2) 連続する３か月分・・・・

給付申請書兼請求書
３ 要件確認

(2) 連続する３か月分・・・・

売上金額
令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記

仕入金額
令和４年5月～11月までの
期間において、任意の連続
する３か月の数字を
各月ごとに転記



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順

①売上(収入)金額の元となる帳簿(売上台帳等)
→売上台帳の令和4年5月～11月までの

いずれかの連続3か月分の売上高数字

②仕入金額(製品製造原価)の元になる
帳簿(仕入台帳等)

→仕入台帳の令和4年5月～11月までの
いずれかの連続3か月分の仕入高数字

■パターン③

令和4年5月～11月の売上高、仕入高の集計(令和4年での仕入割合)

◇売上金額
→ (A) 令和4年各月の 「売上金額」 に転記

※金額は月ごとに記載

◇仕入金額
→ (B) 令和4年各月の 「仕入金額」 に転記

※金額は月ごとに記載
→上記 (B)÷(A) を算出

給付申請書兼請求書への記載方法 確認作業等

収支内訳書
を作成している
個人事業主様

の場合

25

①売上高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：38万円

6月：39万円
7月：40万円 →3か月合計 (D) 117万円

給付申請書兼請求書

②仕入高
任意の連続３か月の数字を各月ごとに転記
【事例】 5月：12万円

6月：13万円
7月：14万円 →3か月合計 (E) 39万円

上記①②を入力すると仕入高割合が自動計算される
(F)＝仕入金額(E)÷売上金額(D)

※(F)小数点第３位切り捨て

直近の決算期と今期の仕入金額の割合の差が自動計算される
(G)＝[今期の仕入高の割合(F)] ー [直近の決算期の仕入高の割合(C)]

※(G)→ +3%以上であることが要件
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4．振込先

の記載方法について…



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 27

給付申請書兼請求書

◇振込先
金融機関名
支店名
口座番号
口座名義人
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【裏面】 添付資料のチェック

の記載方法について…



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 29

◆下記の資料をご準備いただき、左欄にチェック✔をお願いします
◇直近の確定申告書(決算書)等の写し

【法人の方】
・確定申告書 別表第一 のコピー
・法人事業概況説明書（表裏）のコピー

※１：収受日付印が押印されていること
※２：e-Taxにより申告された場合、これに相当するもの

【個人の方】
・確定申告書（第１表、第２表）のコピー
・所得税青色決算書又は白色収支内訳書のコピー

※１：収受日付印が押印されていること
※２：e-Taxにより申告された場合、これに相当するもの

◆下記、必要資料をご準備いただき
チェックマークを入れてください



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 30

◆下記の資料をご準備いただき、左欄にチェック✔をお願いします
◇令和４年５月～11月分の間における任意の連続する３か月分の

売上金額と仕入金額が確認できる帳簿等
◆下記、必要資料をご準備いただき

チェックマークを入れてください



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 31

◆下記の資料のいずれかをご準備いただき、左欄にチェック✔をお願いします
◇大津市の事業所、事務所の所在が確認できる資料

・(法人) 登記事項証明書の写し
・(個人) 事業所の開業届の写し
・公共料金の領収書の写し
・事業所の所在が明記されたパンフレットやチラシ、ホームページのコピー◆下記、必要資料をご準備いただき

チェックマークを入れてください

本票 表ページ
２.申請者情報

「市内事業所・事務所の所在地」 欄 に記載した
住所と相違がないかご確認願います



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 32

◆下記の資料をご準備いただき、左欄にチェック✔をお願いします
◇振込先口座の通帳のコピー（下記情報が分かるもの）

・金融機関名
・支店名
・口座番号
・口座名義人

◆下記、必要資料をご準備いただき
チェックマークを入れてください

申請表本票 表ページ 「４.振込先」 欄 に記載
した振込先情報とコピーの内容と相違がないか
ご確認願います



33

【裏面】 誓約書

の記載方法について…



■事業者様・個人事業主様の申請書 記載手順 34

◆誓約書の文面をご一読いただき、内容をご了解いただいたうえで
下記項目のご記入をお願いします。

◇本店所在地
◇会社名（屋号）
◇代表者職・氏名（個人事業主名）

◆押印をお願いします
◇個人の場合 認印
◇法人の場合

代表者印 →社印、屋号印は不可
※本票 表ページに押印いただいたものと同一のものを押印



■事業者様・個人事業主様の申請資料一式の確認 35

ご準備いただく資料（概要）

②直近の確定申告書（決算書）の写し

ご準備いただく資料（具体例）

【１】法人様の場合
直近決算書の写し

◇確定申告書 別表第１表のコピー
◇法人事業概況説明書（表裏）のコピー

【２】個人事業主様の場合
直近の確定申告書の写し

◇確定申告書（第１表、第２表）のコピー
◇所得税青色申告決算書、もしくは、白色収支内訳書のコピー

③令和４年5月分～11月分の間における
任意の連続する３か月分の売上金額と
仕入金額が確認できる帳簿等

【１】法人様の場合
◇法人事業概況説明書において

売上(収入)高と原材料費(仕入高)の
数字のもとになる帳簿類のコピー
【事例】 売上台帳、仕入台帳等の表紙、対象期間のページ

【２】個人事業主様の場合
◇所得税青色申告決算書、収支内訳書において

売上(収入)金額、仕入金額(製品製造原価)の
数字のもとになる帳簿類のコピー
【事例】 売上台帳、仕入台帳等の表紙、対象期間のページ

①申請書原本 ◇大津市原油価格・物価高騰等対策給付金給付申請書兼請求書
◇必要事項のご記入をお願いします
◇所定箇所への 「押印」 をお願いします

◇各帳簿のコピーについては、下記
項目が分かる箇所の写しをとる

①会社名が分かる箇所
②対象年月および当該年月の

各月について、月間売上および
仕入の集計数字が分かる箇所



■事業者様・個人事業主様の申請資料一式の確認 36

ご準備いただく資料（概要） ご準備いただく資料（具体例）

④大津市の事業所、事業所の所在が
確認できる資料

【１】法人様の場合
◇登記事項証明書の写し
◇公共料金の領収書の写し
◇事業所の所在が明記されたパンフレットやチラシ、

ホームページのコピーなど

【２】個人事業主様の場合
◇事業所の開業届の写し
◇公共料金の領収書の写し
◇事業所の所在が明記されたパンフレットやチラシ、

ホームページのコピーなど

⑤振込先口座の通帳のコピー ◇振込先口座情報に関して下記内容が確認できるページのコピー
◇金融機関名
◇支店名
◇口座番号
◇口座名義人



■事業者様・個人事業主様の申請資料の送付 37

②直近の確定申告書（決算書）の写し

③令和４年5月分～11月分の間における
任意の連続する３か月間の売上金額と
仕入金額が確認できる帳簿

④大津市の事業所、事業所の所在が
確認できる資料

⑤振込先口座の通帳のコピー

【郵送先（窓口）】

◇大津商工会議所
〒520-0806

大津市打出浜2-1
コラボしが21 ９階
℡ 077-511-1500（直通）

◇大津北商工会
〒520-0242

大津市本堅田三丁目7-14
℡ 077-572-0425（直通）

◇瀬田商工会
〒520-2141

大津市大江四丁目18-10
℡ 077-545-2137（直通）

①申請書原本

①～⑤をセットして郵送
又は持参


