
■会社設立支援補助金交付申請書　　補助対象経費の支払を証明する書類の提出方法

見積書、
請求書

支払証明

1 20〇〇/12/7
登記手数料
印紙代（登録免許
税）

175,000
〇×司法書士事務
所

銀行振込 添付済 銀行振込明細

2 20〇〇/12/20 定款認証手数料 50,000 ××公証人役場 現金支払 添付済 領収証

3

4

225,000

支払方法 エビデンス
　　※証明文書のこと

合　計

整理
番号

支払日

例「2017/7/11」

対象事業内容 支払金額（円） 支払先
（会社名等）

銀行振込,現金支払,のどちらかで選択するこ

と

※その他、カード決済等の支払い方法は補

助対象外です。

請求日ではありません。対象となるのは支払いを行っ

たものに限ります。支払日順に記入してください。

■会社設立支援補助金交付申請書 の「２ 補助対象経費」 の記載例

この内訳表の後ろに整理番号順に、
①整理番号１の見積書・請求書・領収書（又は支払いが分かる通帳等）のコピー

②整理番号2の見積書・請求書・領収書（又は支払いが分かる通帳等）のコピー

の順番に重ねて提出してください。

(次ページからの添付文書記載例（1～2）を参照）

①現金払･･･記載例１ ②銀行振込･･･記載例2

※あくまでも記載例であるため、数字の整合性と口座からの引落しが確認できれば、完全に一致させる必要はありませんが、口座

引落しの場合は、領収書として必ず通帳のコピーの提出をお願いします。
※カード決済は補助対象外になりますので御注意願います。

◆消費税(10%)、振込手数料は補助対象外です。

〇登録免許税等に使われる印紙は、郵便局や印紙売りさばき所で購入する場合は消費税はかかりませんので、そのままの金額で

経費として計上できます。ただし、他の場所（例えば金券ショップ）で購入する場合は消費税がかかりますので消費税を除いた金額

での計上が必要です。

〇公証人役場に支払った定款認証の手数料も消費税はかかりませんので、そのままの金額で経費として計上できます。

◆通帳からの振込の場合は、補助対象者本人か会社名義の通帳から振り込むこと。領収書として通帳のコピーを提出する場合は、

補助対象者本人か会社名義の通帳であることが確認できる通帳の表紙のコピーも一緒に提出すること。

◆レシートは、領収書としては認めませんので、補助対象経費として扱うであれば、購入日や購入者、販売者、購入物の内容、購入

金額が記載されている領収書を受け取ってください。

◆見積書・請求書・領収書の右上に「整理番号」を記載してください。また、領収書の右上に、消費税抜きの金額を「税抜き：○○○

円」と記載してください。

◆経費の算出過程による端数の取扱 小数点以下の端数が生じる場合は切り捨てて、補助対象経費として報告してください。

（例：消費税込み125円→消費税抜き113円（113.63円ではなく113円））

◆添付文書が整わない場合は、基本的には補助対象金額としては認めませんが、様々な状況の中で、見積書・請求書・領収書を全て

用意できない場合は、事務局まで必ず事前に連絡してください。しかし「領収書」は必須です。

ただし、印紙を補助対象者が直接購入する場合は、「見積書」と「請求書」は用意できないと思いますので、「領収書」のみの添付で

構いません。

・銀行振込の場合：領収証または銀行振込（取引）明細

・現金支払の場合：領収証

この2パターンから選ぶこと

整理番号（1、2･･･）を各支払証明の添付

文書（見積書・請求書・領収書）の右上に

手書きで記載すること。

消費税抜きの金額

振込手数料は補助対象外

支払証明の添付文書（見積書・請求書・領収書）を添付

してある場合には添付済を選択すること。
※ここは必ず添付済で提出してください。

事業内容を簡単に記載すること

【対象事業】

(1) 定款認証に必要な費用

(2) 登記申請に係る費用

(3) 会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用

※印鑑証明書や謄本（定款・登記簿）の取得経費は補助対象外です。

支払先を記入



■会社設立支援補助金交付申請書　の「２　補助対象経費」　記載例（※現金払の場合）

見積書、
請求書

支払証明

1 20〇〇/12/７ 175,000
〇×司法書士事務
所

添付済 領収証

設備費等　補助対象経費内訳

記載例１

エビデンス支払先
（会社名等）

登記手数料
印紙代（登録免許税）

支払方法

現金支払

整理
番号

支払日 支払金額（円）対象事業内容

※「補助対象経費」と「①見積書」、「②請求書」、「③領収書」の数字等の関係を　示します。（全てコ
ピーを提出すること）　なお、提出時には、「補助対象経費」を鑑に、整理番号順に①、②、③の順番に重ね
て提出すること。　ただし、様々な状況の中で、①、②、③を全て用意できない場合は、事務局に相談してく
ださい。しかし「③領収書」は必須です。
※印紙を補助対象者が直接購入する場合は、「①見積書」と「②請求書」は用意できないと思いますので、
「③領収書」のみで構いません。

添付書類

の右上に

記載

整理番号
整理番号

※消費税抜き金額

183,000円-8,000円＝175,000円

整理番号

③

対象事業内容

支払日

◆消費税、振込手数料は補助対象外です。

〇登録免許税等に使われる印紙は、郵便局や印紙売りさ

ばき所で購入する場合は消費税はかかりませんので、そ

のままの金額で経費として計上できます。ただし、他の場

所（例えば金券ショップ）で購入する場合は消費税がかか

りますので消費税を除いた金額での計上が必要です。

〇公証人役場に支払った定款認証の手数料も消費税は

かかりませんので、そのままの金額で経費として計上でき

ます。

◆レシートは、領収書としては認めませんので、補助

対象経費として扱うであれば、購入日や購入者、販売者、

購入物の内容、購入金額が記載されている領収書を受け

取り提出して下さい。

税抜きの金額を右上

に記入すること

補助対象者か開業した会社に

なっていること

補助対象者か開業した会社

になっていること

補助対象者か開業した会社に

なっていること



■会社設立支援補助金交付申請書　の「２　補助対象経費」　記載例（※銀行振込の場合）

見積書、
請求書

支払証
明

1 175,000
〇×司法書士事
務所

添付済
銀行振
込明細

設備費等　補助対象経費内訳

整理
番号

支払金額（円） 支払先
（会社名等）

対象事業内容 支払方法

登記手数料
印紙代（登録免許税）

銀行振込

支払日

20〇〇/12/７

記載例２

※「補助対象経費」と「①見積書」、「②請求書」、「③領収書」の数字等の関係を示します。（全てコピー
を提出すること）　ただし、「①見積書」、「②請求書」は、（記載例1　現金払）の例のとおりで、「③領
収書」の整理方法のみ、支払い方により異なりますのでその例を示します。

　なお、提出時には、なお、提出時には、「補助対象経費」を鑑に、整理番号順に①、②、③の順番に重ねて
提出すること。　ただし、様々な状況の中で、①、②、③を全て用意できない場合は、事務局に相談してくだ
さい。しかし「③領収書」は必須です。

エビデンス

振込通帳【例】
年月日 記号 お支払金額 お預かり金額 差し引き残額 備考

1 ○-12-01 BF ¥188,515 ﾕ）ｲﾅｻｻﾝｷﾞｮｳ\315 ¥2,679,500

2 ○-12-02 BF ¥285,625 ｶ）ﾎｿｴﾃｯｺｳ\315 ¥2,393,875

3 ○-12-04 BF ¥650,025 ｶ）ﾀﾂﾔﾏｷｶｸ\315 ¥1,743,850

4 ○-12-05 AA 預金機 ¥500,000 ¥2,243,850

5 ○-12-06 BA ¥200,000 CD ¥2,043,850 382

6 ○-12-06 BF ¥120,315 ｶ）ﾏｲｻｶﾓｸｻﾞｲ\315 ¥1,923,535

7 ○-12-06 BF ¥35,105 ｶ）ﾐｻｸﾎﾞｻｰﾋﾞｽ\105 ¥1,888,430

8 ○-12-07 BF ¥23,105 ｶ）ﾐｯｶﾋﾞｻﾝｷﾞｮｳ\105 ¥1,865,325

9 ○-12-07 BF ¥183,315 〇×ｼﾎｳｼｮｼｼﾞ\315 ¥1,682,010

10 ○-12-15 BF ¥187,315 ｻｸﾏｺｳｷﾞｮｳ（ｶ\315 ¥1,494,695

11 ○-12-15 AF 利息 ¥85 ¥1,494,780

12 ○-12-20 BA ¥30,000 CD ¥1,464,780 382

「税抜き：175,000円」
1

（補足説明）
※ 183,315円-手数料315円=183,000円（税込み）

【例】（銀行取引明細　（振込通帳））

浜松株式会社　様 ○年■月▲日　
●●銀行

お取引のご案内 ×▲支店

口座番号 普通

出金 ¥183,000
001 〇×ｼﾎｳｼｮｼｼﾞ
12月07日分

出金 ¥315
002 ﾌﾘｺﾐﾃｽｳﾘｮｳ
12月07日分

合計 出金 ¥183,315 （2件）
残高 ¥12,356,778

1234567

「税抜き：175,000円」
1

●●銀行キャッシュサービス　ご利用控
【例】
　　　 ●●銀行

万円 五千円 二千円 千円
000 000 000 000

手数料 ページ 硬貨

時間 おつり

○○銀行

▲▲支店

〇×ｼﾎｳｼｮｼｼﾞﾑｼｮ　様 普通　7654321

ﾊﾏﾏﾂ（ｶ　様

TEL　053-☓☓☓-1234

ご利用ありがとうございました。

¥315
09:20

ご
案
内
・
お
振
込
先
明
細

お取引種別 お取引後の残高
支払い ¥1,431,995

金融機関番号　支店番号　　　口座番号
12※※-※※※-※※　　　1234567

お取引金額
¥183,000

お取引日
○-12-07

取引銀行・支店番号　・・・・

12※※※※※-○※※※

「税抜き：175,000円」
1

添付書類

の右上に

記載

③-2を提出する際には、補助対象者本人か会社名義の通帳

であることが確認できる通帳の表紙のコピーも一緒に提出

すること。

整理番整理番号

整理番号

税抜き金額

（支払金額） 税抜き金額

（支払金額）

税抜き金額

（支払金額）
税抜き金額

③-1 ③-2

③-4③-3

支払日

支払先

支払日

支払先

銀行の受付印が

ない場合は無効

支払先

支払日

色を付けて

色を付けて

※銀行振込の場合の「③領収書」としては、
事業者の口座から相手方の口座に振り込んだ場合は、事業者の通帳に必ずその記録が残るので「③-1」か「③-2」を
提出すること。
（通帳がない場合は、銀行に依頼するか、ネット上から出力することで「③-1」銀行取引明細を提出すること）

現金で、直接、相手方の口座に振り込んだ場合は、事業者の通帳にその記録が残らないため、銀行窓口で処理した場

合は「③-3振込用紙」を、ATMで処理した場合は「③-4キャッシュサービスご利用控」を提出すること。
※通帳からの振込の場合は、補助対象者本人か会社名義の通帳から振り込むこと。その確認のため補助対象者本人か会社名義の

通帳であることが確認できる通帳の表紙のコピーも一緒に提出すること。

※手数料込みの金額で表示されている場合は、それだけでは分かりに
くいため、必ず手数料を引いた数字を計算したものを「補足説明」と
して手書きで加えること。（振り込み手数料は補助対象外です）

（補足説明：183,315円-手数料315円= 183,000円（税込み））

支払先
支払日

振込手数

整理番号

補助対象者か開業した会社

になっていること

補助対象者か開業した会社

になっていること

補助対象者か開業した会社

になっていること

税抜きの金額を右上

に記入すること

税抜きの金額を右上

に記入すること

税抜きの金額を右上

に記入すること

税抜きの金額を右上

に記入すること


