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Ⅰ．制度概要                                          

 

Ⅰ－１ 特別利子補給制度とはどのような制度ですか。                       

特別利子補給の対象となる貸付に対して支払う最長３年間分の利子相当額を一括で助成する制度です。 

助成金（利子補給金）の交付を受け、その助成金を利子の支払いに充てることで、借入当初から最長３年

間は実質的に無利子となります。 

なお、助成対象期間終了後、交付された助成金と実際に支払った利子額に差が生じた場合は、追加交付ま

たは助成金の返還により精算することになります。 

 

Ⅱ．特別利子補給制度の対象貸付                                 

 

Ⅱ－１ 特別利子補給制度の対象となる貸付制度を教えてください。                 

日本政策金融公庫（日本公庫）、沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫）、商工組合中央金庫（商工中 

金）、日本政策投資銀行が行う下表に示す貸付制度が特別利子補給の対象となります。 
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Ⅱ－２ 既往債務の借換は特別利子補給の対象になりますか。                    

（既往債務の借換とは、新たに借入れた資金を既往債務の返済に充てることです。） 

既往債務の返済に充てた新たな貸付が特別利子補給の対象となる貸付制度の場合は対象となります。 

なお、利子補給を受けるためには、別途、申請が必要になります。自動的に利子補給を受けることはでき

ませんので、ご留意ください。 

 

Ⅲ．対象者                                           

 

Ⅲ－１ 特別利子補給の対象となる売上高の要件を教えてください。                 

事業規模に応じて、以下のとおり要件が異なります。 

 ①小規模企業者（個人事業主、事業性のあるフリーランスを含む）：要件無し 

 ②小規模企業者（法人事業者） ：売上高１５％以上減少 

 ③中小企業者等（上記①、②除く）：売上高２０％以上減少 

 

Ⅲ－２ 小規模企業者、中小企業者等の定義を教えてください。                   

本事業における小規模企業者と中小企業者等は、「（別紙２）申告書」の裏面にある「日本標準産業分 

類（中分類番号）表」に基づき定義されます。 

「日本標準産業分類（中分類番号）表」において業種ごとに定められた小規模企業者に該当する「常時使

用する従業員数」の要件を満たす場合は小規模企業者となり、満たさない場合は、中小企業者等となりま

す。 

 

Ⅲ－３ フリーランスは対象となりますか。                            

事業性のあるフリーランスの方も対象となります。この場合、小規模企業者の個人事業主として扱いま

す。 

 

Ⅲ－４ 「常時使用する従業員」の定義を教えてください。                     

正社員・パート・アルバイトの別無く、労働基準法第２０条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要と 

する者」を常時使用する従業員とみなします。なお、労働基準法第２１条には、「予め解雇の予告を必 

要とする者」にあたらないものとして、以下の労働者を挙げています。 

 

 労働基準法 第２１条 

 ・日日雇い入れられる者（１か月を超えて継続して雇用した場合を除く） 

 ・２箇月以内の期間を定めて使用される者（所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く） 

 ・季節的業務に４箇月以内の期間を定めて使用される者（所定の契約期間を超えて雇用した場合を除 

く） 

・試（ためし）の使用期間中の者（１４日を超えて雇用した場合を除く） 
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Ⅲ－５ 個人事業主は「常時使用する従業員」に該当しますか。                   

個人事業主は常時使用する従業員に該当しません。 

 

Ⅲ－６ 会社役員は「常時使用する従業員」に該当しますか。                    

会社役員は常時使用する従業員に該当しません。 

 

Ⅲ―７ 「業種」は何に基づき確認すればよいですか。                       

「（別紙２）申告書」の裏面にある「日本標準産業分類（中分類番号）表」に基づきご確認ください。 

 

Ⅲ－８ 複数の事業を行っている場合、「業種」をどう判断すればよいですか。            

主たる事業に該当する業種で判断されます。なお、主たる事業とは、最も売上高が高い事業等の基準で 

判断されます。 

 

Ⅲ－９ 自治体や商工会議所等が独自に実施している利子補給事業から助成金の交付を受けています。 

重複して特別利子補給制度の申請はできますか。 

自治体や商工会議所などでも、公的金融機関の貸付に対する利子補給事業を行っているケースがありま

すが、自治体や商工会議所などから特別利子補給の対象となる貸付に係る助成金の交付を受けている場

合には、重複して特別利子補給制度の申請はできません。 

ただし、特別利子補給制度の対象外にあたる部分の助成金の交付を受けている場合には、申請すること

ができます。詳細は特別利子補給制度ホームページに掲載されている「申請の手引き」をご参照くださ

い。 

 

Ⅲ－１０ 都道府県等が制定する制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を利用していま 

す。特別利子補給制度の申請はできますか。 

特別利子補給制度は、公的金融機関による貸付を実質的に無利子化するもので、都道府県等が制定する

制度融資とは異なりますので、申請は可能です。 
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Ⅳ．特別利子補給制度の詳細                                   

 

Ⅳ－１ 特別利子補給の対象となる貸付の上限額を教えてください。 

各公的金融機関の上限額は以下のとおりです。 

公的金融機関名 引上げ後 引上げ前 

日本公庫（中小事業） 

沖縄公庫（中小企業資金） 

商工中金 

日本政策投資銀行 

上限額３億円 上限額 2 億円 

日本公庫（国民事業） 

沖縄公庫（生業資金及び生活衛生資金） 
上限額 6,000 万円 上限額 4,000 万円 

 

※新規融資と既往債務借換との合計金額となります。 

※引上げ後の上限額は、貸付上限引上げ日以降に貸付を受けた方が対象となります。引上げ日は金融

機関によって異なります。 

※商工中金と日本政策投資銀行の上限額は合算となります。 

 

Ⅳ－２ 複数の公的金融機関の貸付を受けた場合、特別利子補給の対象となる貸付の上限額を教えて 

ください。 

各公的金融機関ごとに定められた特別利子補給の対象となる貸付の上限額を限度として、複数の公的金 

融機関から受けた貸付を特別利子補給の対象とすることが可能です。ただし、商工中金と日本政策投資

銀行は合算された額となります。 

 

Ⅳ－３ 日本公庫の中小事業と国民事業それぞれから貸付を受けた場合には、特別利子補給の対象とな 

る貸付の上限額はどうなりますか。 

それぞれの事業の上限額が適用されます。 

 

Ⅳ－４ 特別利子補給の対象となる期間を教えてください。 

借入後、当初の３年間（最長）となります。 

 

Ⅳ－５ 特別利子補給制度の申請受付期限を教えてください。 

令和５年 8 月 31 日（当日消印有効）までとなります。 

※オンライン申請の場合は、申請受付期限までに申請完了してください。 

※対象貸付申込期限は、令和４年９月３０日までとなりますので、ご留意ください。 
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Ⅳ－６ 助成金はどのように支払われますか。 

「（様式１）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」にご記入いただいた口座あてに、一括でお振 

込みいたします。 

 

Ⅳ－７ 助成金は申請をしてからどの程度で振り込まれますか。 

申請書類に不備がなければ、申請受付から、概ね２か月程度でお振込みいたします。 

なお、現在、非常に多くの申請をいただいており、2 か月以上の期間を要する場合もありますのでご了承

ください。 

 

Ⅳ－８ 助成金はどのような名称で振り込まれますか。 

「リシホキユウジムキヨク」の名称でお振込みいたします。 

 

Ⅳ－９ 特別利子補給制度により特別貸付等に係る利子相当額の助成金を一括で交付を受けた場合、会

計上はどのように取り扱えばよいですか。 

特別利子補給制度は、特別貸付等に係る利子を実質的に最長３年間無利子化することを目的とするもの

であり、本制度に基づく助成金は、交付を受けた時点では助成額は確定しておらず、支払利子が発生する

都度、その助成額が確定する（収益が確定する）というものです。 

このため、当該助成金を最長３年間分一括で交付を受けたとしても、その交付を受けた事業年度に一括

で収益として計上するのではなく、当該事業年度の支払利子（費用）の発生に合わせて、同額を「利子補

助分」として収益に計上することとなります。 

なお、交付を受けた助成金は、その全額を「前受金」等として計上し、その後の「利子補助分」の収益計

上に合わせて取り崩していくこととなります。 

また、例えば、特別貸付等の中途において借入期間を２年から３年に延長するなどの条件変更等があっ

たことにより、交付を受けた助成金に不足が生ずる場合がありますが、この場合は、不足分の助成金につ

いては後日、追加で交付を受けることになっております。このような場合の経理処理についても、上記と

同様に支払利子（費用）の発生に合わせて同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。 

なお、収益を計上する際の助成金の不足分については、「未収金」等として計上しておき、後日、不足分

の助成金の交付を受けた事業年度において、「未収金」等を「現預金」（交付を受けた助成金）に振り替え

ることとなります。 

税務上の取扱いについても、会計と同じです。 
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Ⅴ．交付申請の方法                                       

 

Ⅴ－１ 申請に必要な書類を教えてください。 

申請書類は以下のとおりです。 

 

・（様式１）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書 

・（別紙１）誓約・同意書 

・（別紙２）申告書（いずれか該当する１枚） 

 

Ⅴ－２ 申請書類はどのように入手できますか。 

申請書類は、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送いたします。 

 

Ⅴ－３ 交付申請の方法を教えてください。（オンライン申請の場合） 

特別利子補給制度ホームページより、オンライン申請が可能です。＜https://tokubetsu-riho.jp＞ 

申請をする際には、お手元に公的金融機関等より配布された申請書類をご準備の上、申請をしてくださ

い。「（様式１）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」に記載されている各種番号の入力が必要にな

ります。 

郵送申請よりも簡便にご申請いただけますので、是非オンライン申請をご活用ください。 

 

Ⅴ－４ 交付申請の方法を教えてください。（郵送申請の場合） 

事務局宛て専用封筒にて申請書類をご郵送ください。なお、令和２年１０月２７日より送付先住所が 

変更となりました。事務局宛て専用封筒の送付先が旧住所である場合も、当該封筒を引き続きお使い 

いただけます。 

 

＜書類送付先住所＞（専用封筒に記載されているため、ご記入いただく必要はございません。） 

（新住所） 

〒１００－８７９９ 

東京都中央区銀座８－２０－２６ 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱２０１号 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

（旧住所） 

〒２７０－１１７６ 

千葉県我孫子市柴崎台１－１４－１ 富士ソフトビル２F 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 
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Ⅴ－５ 申請書類を紛失しました。どうすればよいですか。 

「（様式１）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」を紛失した場合は、貸付を受けた公的金融機 

関にお問い合わせください。（ただし、商工中金より貸付を受けている方は、事務局までお問合せくださ

い。） 

「（様式 1）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」は、必ず原本にて申請してください。コピー、

見本等では申請できません。 

「（別紙１）誓約・同意書」および「（別紙２）申告書」を紛失した場合は、特別利子補給制度ホーム 

ページに様式が掲載されていますので、プリントアウトしてご使用ください。 

 

なお、日本公庫国民事業は、申請書類の再発行に代わり、オンライン申請に必要な番号をお電話にてご案

内することもできます。申請書類の再発行にはお時間がかかることがありますので、是非オンライン申

請をご活用ください。 

 

Ⅴ－６ 事務局宛て専用封筒を紛失しました。どうすればよいですか。 

事務局宛ての専用封筒を紛失した場合は、長形３号または洋形０号サイズ（２３５×１２０ミリ）の 

任意の封筒に申請書類を封入し、下記の郵送先までご郵送ください。（恐れ入りますが、郵送代（切 

手）は申請者負担でお願いします。） 

 

＜書類送付先住所＞ 

〒１００－８７９９ 

東京都中央区銀座８－２０－２６ 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱２０１号 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

Ⅴ－７ 申請書類の一部送付漏れ、記入間違いのまま申請してしまった場合はどうなりますか。 

事務局より、郵送・電話にてご連絡させていただきます。内容によっては、申請書類の再提出が必要とな

る場合がございます。 
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Ⅴ－８ 申請書類の一部送付漏れ、記入間違いがあったため、事務局から連絡がありました。お問合せ

先、書類の送付先を教えてください。 

・申請書類が一部送付漏れの場合 

＜お問合せ先＞ 

０３－５９４９－１３７３（受付時間：平日９時３０分～１７時） 

＜書類送付先＞ 

 〒１７０－８７９０ 

 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル６階/8 階 

株式会社 JTB ビジネストランスフォーム BPO 事業部内 

 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

・申請書類の記入が間違っていた場合 

＜お問合せ先＞ 

０５７０－０６０５１５（受付時間：平日９時～１７時） 

※令和４年５月１日より受付時間は平日のみとなりました。 

＜書類送付先＞ 

令和３年６月 1 日より送付先住所が変更となりました。 

（新住所） 

〒１７０－８７９０ 

 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル６階/8 階 

株式会社 JTB ビジネストランスフォーム BPO 事業部内 

 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

（旧住所） 

 〒５４２－００８１ 

 大阪府大阪市中央区南船場２－９－８ シマノ住友生命ビル２階 

 株式会社 JTB ビジネスネットワーク 個人事業部内 

 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

※令和３年６月１日より、株式会社 JTB ビジネスネットワークは株式会社 JTB ビジネストランスフォー

ムに社名変更となりました。お手持ちの返信用封筒に旧住所及び旧社名が記載されている場合も、当該

封筒を引き続きお使いいただけます。 
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Ⅴ－９ 助成金の振込ができなかったため、通帳の写し等を送付するよう事務局から連絡がありました。

お問合せ先、書類の送付先を教えてください。 

助成金の振込ができなかった場合、助成金の振込先口座の情報が分かる書類（通帳の写し等）の送付を、

事務局から申請者の方へ個別にご依頼しております。その場合のお問い合わせ先、書類送付先は以下の

とおりです。 

＜お問合せ先＞ 

０３－５９４９－１３７５（受付時間：平日９時３０分～１７時） 

＜書類送付先＞ 

（新住所：令和５年４月１日より） 

〒１７０－８７９０ 

 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル６階/８階 

 株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム ＢＰＯ事業部内 

 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

（旧住所：令和５年 3 月 31 日まで） 

〒０６５－８５０２ 

北海道札幌市東区北８条東１１丁目１－３９ 株式会社札幌メール・サービス内 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

Ⅴ－１０ 提出した申請書類は返却してもらえますか。 

原則返却されません。提出した申請書類の控えが必要である場合には、恐れ入りますがご自身で控えを

お取りください。 
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Ⅵ．申請書類について                                      

 

Ⅵ－１ 申告書の種類が複数あるようですが、どれを使用すればよいですか。 

申告書は、事業形態や業歴等に応じて、使用する様式が異なります。 

種類 事業形態 業歴等 

申告書Ａ 法人 １年１か月以上 

申告書Ｂ 法人 ３か月以上１年１か月未満 

申告書Ｃ 個人事業主 １年１か月以上 

申告書Ｄ 個人事業主 ３か月以上１年１か月未満 

申告書 E 法人 １年１か月以上で特殊事情のある方 

申告書 F 個人事業主 １年１か月以上で特殊事情のある方 

 

この申告書は、貸付を受けた公的金融機関等から配布されますので、特別貸付申込時点における申請者

の状況に適合するかをご確認ください。適合しない場合は、特別利子補給制度ホームページから、適合す

る申告書をプリントアウトして、ご使用ください。特殊事情についての詳細は、特別利子補給制度ホーム

ページに掲載されている「申告書（別紙２）の記入方法」をご確認ください。 

 

売上高要件として「最近２週間等」を希望する方は、事務局までご連絡ください。なお、「最近２週間等」

は、令和３年１月２２日以降に貸付を受けた方であって、令和３年１１月３０日までに当該貸付の申込

を行った方に限り、ご選択いただけます。

 

 

Ⅵ－２ ここ１年以内に合併したため、前年・前々年・３年前・４年前同期の売上高と単純に比較するこ

とができません。どうすればよいですか。 

１年以内に合併や店舗拡大を実施したなど、前年・前々年・３年前・４年前の同期の売上高と比較するこ

とが馴染まない方は、業歴３か月以上１年１か月未満の方の申告書（Ｂ・Ｄのうちいずれか適合するも

の）を使用し、①最近１か月から遡った３か月間の平均売上高、②令和元年１０月から１２月の平均売上

高、③令和元年１２月の単月売上高、のいずれかと比較することができます。 
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Ⅵ－３ 公的金融機関に特別貸付を申込んだ時、前年・前々年・３年前・４年前同期の売上高との比較で

はなく、特殊事情の影響を受ける直前の同期と比較して貸付を受けました。どのように申請すれ

ばよいですか。 

以下の特殊事情の影響を受けた方のうち、所定の条件を満たす方は、前年・前々年・３年前・４年前の同

期の売上高ではなく特殊事情の影響を受ける直前の同期の売上高と比較することができます。詳細は「申

告書（別紙２）の記入方法」をご参照ください。 

その場合、特殊事情のある方の申告書（Ｅ・Ｆのうちいずれか適合するもの）を使用して申請してくださ

い。 

 

＜特殊事情の内容＞ 

・自然災害（台風、地震、豪雨等） 

・事業者本人等の怪我、病気等 

・店舗等の増築・改築・建替（一部の増築等を含む） 

 

Ⅵ－４ 申請書類の記入を間違えた時はどのように訂正すればよいですか。 

訂正箇所を二重線で消して、訂正してください。訂正印は不要です。 

 

Ⅵ－５ 申請書類に押印は必要ですか。 

押印箇所はありませんが、「（様式１）特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」及び「（別紙２）申告

書」については、法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人の自署が必要となりますので、ご注意く

ださい。 

 

Ⅵ－６ 申請書（様式１）の申請者欄の「法人名 商号又は名称」の部分には（株）など略語を使用して

よいですか。 

法人の場合は、略語は使用せずに、登記している正式名称をご記入ください。個人事業主・フリーランス

の方は、屋号や名称、事業主のお名前等、業務でお使いの名称をご記入ください。 

 

Ⅵ－７ 個人事業主で屋号も無い場合、申請書（様式１）の「法人名 商号又は名称」の部分に記入する

必要はありますか。 

個人事業主本人の氏名をご記入ください。 

 

Ⅵ－８ 貸付を受けた後に、住所の変更がありました。申請書（様式１）の申請者欄の住所は変更前と

後、どちらを記入すればよいですか。 

申請書（様式１）には、申請時点（変更後）の情報をご記入ください。住所の他、法人名や代表者等に変

更がある場合も同様です。なお、申請書類提出後に変更があった場合については、変更の届出が必要とな

ります。詳細は特別利子補給制度ホームページに掲載されている「申請の手引き」をご確認ください。 
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Ⅵ－９ 複数の公的金融機関から特別利子補給制度の対象となる貸付を受けています。まとめて特別利

子補給の申請はできますか。 

まとめて申請することはできません。申請書類は金融機関毎に配布され、金融機関毎に申請が必要です。 

※申請書（様式１）の借入先公的金融機関名の欄に、複数チェックをしないようにご注意ください。 

 

Ⅵ－１０ 申請書（様式１）の「金融機関記入欄」に取引番号が複数記載されています。この場合、「誓

約・同意書」、「申告書」への転記はどのようにすればよいですか。 

複数の貸付を受けた場合、申請書（様式１）の金融機関記入欄に複数の取引番号が記載される場合があり

ます。その場合、記載されている全ての取引番号を転記してください。 

取引番号を記入する欄のない「誓約・同意書」、「申告書」には、裏面に法人名等を記入する欄を設けてお

ります。ご記入をお願いします。 

 

Ⅵ－１１ 申告書の内容は、どのような資料に基づき記入すればよいですか。 

 客観的に確認できる正確な資料に基づき記入をしてください。 

 

記入内容 根拠となる資料の例 

業種番号 商業登記簿謄本、定款、その他客観的に業種を確認できる資料 

常時使用する従業員数 事業概況説明書、労働保険概算・増加概算確定保険料申告書、標準報

酬月額決定通知書、従業員名簿、その他客観的に従業員数を確認でき

る資料 

月別の売上高 確定申告書、決算書、試算表、売上帳、その他月別の売上高を客観的

に確認できる資料 

 

Ⅵ－１２ 申告書作成に使用した根拠となる資料（Ⅵ－１２）の提出は必要ですか。 

提出は不要です。ただし、申請日から起算して１０年間保管してください。事務局等は、必要に応じて当

該資料の提示を求める場合があります。 
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Ⅵ－１３ 売上高減少判定とはどのようなものですか。 

申告書における「２．売上高減少判定」では、新型コロナウイルスの影響を受けて減少した売上高を基準

として、その前年、前々年、３年前、４年前の同期等の売上高と比較したとき、売上高が何パーセント減

少したかを計算します。流れは以下のとおりです。 

 

 

【ステップ１】 

（申告書 A～F のいずれかを使用する場合） 

減少した売上高を「基準となる月の売上高」として、貸付の申込を行った際の「最近１か月」、「最近１か

月の翌月」、「最近１か月の翌々月」、「最近１か月から遡った６か月間の平均売上高」（業歴３か月以上６

か月未満の場合は、開業した月から最近１か月までの期間の平均売上高）からいずれかを選び記入しま

す。「最近１か月から遡った６か月間の平均売上高」は、令和２年１２月２１日以降に貸付を受けた方に

限り、ご選択いただけます。 

 

 

【ステップ２】 

（業歴１年１か月以上の方） 

「比較する時期の売上高」を、「ステップ１」で選んだ基準となる月の「前年同期」、「前々年同期」、「３

年前同期」、「４年前同期」のいずれかの売上高から選び記入します。「３年前同期との比較」は、令和３

年１月２２日以降に貸付を受けた方に限り、ご選択いただけます。「４年前同期との比較」は、令和４年

１月２８日以降に貸付を受けた方に限り、ご選択いただけます。 

 

（業歴が３か月以上１年１か月未満の方） 

「最近１か月から遡った３か月の平均売上高」、「令和元年１０月から１２月の平均売上高」、「令和元年

１２月の単月売上高」からいずれかを選び記入します。 

 

（業歴１年１か月以上で特殊事情のある方） 

特殊事情の影響を受ける直前のステップ１の同期の売上高を記入します。 

 

 

【ステップ３】 

ステップ１で記入した売上高とステップ２で記入した売上高を比較し、売上高減少率が要件を満たして

いるか確認します。 

売上高減少率の要件は、事業形態や規模により異なります。詳しくは、Ⅲ－１をご参照ください。 
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Ⅵ－１４ 「特別貸付申込月の最近１か月」とはいつを指すのですか。 

「特別貸付申込月の最近１か月」とは、公的金融機関や推薦団体（マル経・沖経・衛経の場合）に特別貸

付を申込んだ月（特別貸付申込月）の前月のことを指し、当該月に属する月初から月末までの期間のこと

をいいます。 

 

Ⅵ－１５ 特別貸付を申込んだ月（特別貸付申込月）とはいつを指すのですか。 

特別貸付を申込んだ月（特別貸付申込月）とは、借入申込書の日付（記入日）の属する月のことを指しま

す。なお、記入日欄のない借入申込書を用いた等、借入申込書の日付が不明確である場合には、借入申込

書を公的金融機関や推薦団体（マル経・沖経・衛経の場合）に提出した日に属する月とします。 

また、インターネットによる申込の場合は、この申込が完了した日に属する月とします。 

 

Ⅵ－１６ 「最近１か月の翌月」、「最近１か月の翌々月」とはいつを指すのですか。 

 「最近１か月の翌月」、「最近１か月の翌々月」とは、最近１か月の翌月同期、翌々月同期のことを指し

ます。同期とは、下記の事例の通り、同じ期間であることを意味します。 

 

※最近１か月の期間と同じ期間の事例 

・最近１か月：2021/1/1～2021/1/31  ⇒ 翌月：2021/2/1～2021/2/28  

翌々月：2021/3/1～2021/3/31 

・最近１か月：2020/12/20～2021/1/19 ⇒翌月：2021/1/20～2021/2/19 

                    翌々月：2021/2/20～2021/3/19 

 

Ⅵ－１７ 公的金融機関に特別貸付を申込んだ時、新型コロナウイルス感染症の影響で貸付申込時の直

近２週間で売上が急減していたため、「売上高確認日の前日から遡った１か月間」の売上高を

最近１か月とみなして前年同期と比較して貸付を受けました。この場合、特別利子補給事業に

おいても、同様の考え方でよいですか。 

「売上高の確認日の前日から遡った１か月」の売上高が前年・前々年・３年前・４年前の同期と比較して

５％以上減少したとして貸付を受けた場合、特別貸付申込時と同様に「売上高確認日の前日から遡った

１か月間」を「最近１か月」とすることができます。詳細は「申告書（別紙２）の記入方法」をご確認く

ださい。 

 

Ⅵ－１８ 公的金融機関に特別貸付を申込んだ時、前月の売上集計ができていなかったため「直近の売

上集計日から遡った１か月」の売上高を最近１か月とみなして前年同期と比較して貸付を受

けました。この場合、特別利子補給事業においても、同様の考え方でよいですか。 

「直近の売上集計日から遡った１か月」の売上高が前年・前々年・３年前・４年前の同期と比較して５％

以上減少したとして貸付を受けた場合、特別貸付申込時と同様に「直近の売上集計日から遡った１か月」

を「最近１か月」とすることができます。詳細は「申告書（別紙２）の記入方法」をご確認ください。 
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Ⅵ－１９ 売上集計日が月末でないため、月初から月末までの売上金額を合計することができません。

どうすればよいですか。 

その場合、売上集計日の翌日を起算日とし、当該起算日から１か月間の売上高を「最近１か月」や「翌

月」、「翌々月」とすることができます。詳細は「申告書（別紙２）の記入方法」をご確認ください。 

 

Ⅵ－２０ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、月の途中から売上が急減し、特別貸付を受けたの

ですが、同じ月に一時的な大口の売上があったので、月単位での売上高の比較では売上高減少

率の要件を満たしません。この場合、特別利子補給事業の申請はできませんか。 

一時的な理由で、月単位での売上高の比較で要件を満たさない場合は、売上が減少した日を起算日とし、

当該起算日から１か月間の売上金額の合計額を「最近１か月」や「翌月」の売上高とすることができます。

詳細は「申告書（別紙２）の記入方法」をご確認ください。 

 

Ⅵ－２１ 「前年同期」、「前々年同期」、「３年前同期」、「４年前同期」とはいつを指すのですか。 

「前年同期」、「前々年同期」、「３年前同期」、「４年前同期」とは、申告書の「２．売上高減少判定」の「ス

テップ１」で選択した基準となる月の前年同期、前々年同期、３年前同期、４年前同期のことを指します。

なお、同期とは、基準となる月の期間※と同じ期間であることを意味します。 

 

※基準となる月の期間と同じ期間の事例 

・基準となる月：2022/1/1～2022/1/31   ⇒ 前 年 同 期：2021/1/1～2021/1/31 

前々年同期：2020/1/1～2020/1/31 

３年前同期：2019/1/1～2019/1/31 

４年前同期：2018/1/1～2018/1/31 

 

・基準となる月：2021/12/20～2022/1/19 ⇒ 前 年 同 期：2020/12/20～2021/1/19 

                       前々年同期：2019/12/20～2020/1/19 

                      ３年前同期：2018/12/20～2019/1/19 

                                            ４年前同期：2017/12/20～2018/1/19 

 

 

Ⅵ－２２ 「前年同期」、「前々年同期」、「３年前同期」、「４年前同期」のどれを選べばよいですか。 

基準を満たしていれば、どれを選んでいただいても構いません。 

「３年前同期」は、令和３年１月２２日以降に貸付を受けた方のみご選択いただけます。 

「４年前同期」は、令和４年１月２８日以降に貸付を受けた方のみご選択いただけます。 
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Ⅵ－２３ 「最近１か月から遡った３か月の平均売上高」、「令和元年１０月から１２月の平均売上」、 

「令和元年１２月の単月売上高」のどれを選べばよいですか。 

基準を満たしていれば、どれを選んでいただいても構いません。 

 

Ⅵ－２４ 申告書に記入する売上高は、一部門や一事業の売上高とすることはできますか。 

申告書に記入する売上高は、一部門や一事業ではなく全体の売上高としてください。 

 

Ⅵ－２５ 減少率の計算による小数点以下の取り扱いはどうすればよいですか。 

小数点以下切捨てとして計算してください。 

 

Ⅵ－２６ 申告欄には、誰の署名が必要ですか。 

法人であれば代表者、個人事業主であれば本人の署名が必要です。 
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Ⅶ．申請内容に変更が生じた場合                                 

 

Ⅶ－１ 申請書類に記入した内容に変更がありました。どのような手続きが必要ですか。 

申請内容に以下のいずれかの変更があった場合は、速やかに、事務局に対して「申請内容変更届」をご提

出ください。 

・氏名、商号又は名称を変更した場合 

 ・法人である場合における代表者を変更した場合 

 ・住所、電話番号又はメールアドレスを変更した場合 

 

助成金の振込先口座に変更があった場合は、特別利子補給制度ホームページに掲載されている「様式 11

別紙（振込先口座の変更）」を、「申請内容変更届」と併せて事務局までご提出ください。 

詳細は特別利子補給制度ホームページに掲載されている「申請の手引き」をご確認ください。 

 

＜お問合わせ先＞ 

 ０３－６７３７－９３０５（平日９時～１７時） 

＜書類送付先＞ 

〒１００－０００４ 

東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビル１階 株式会社 JTB 東京中央支店内 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 

 

Ⅶ－２ 特別利子補給の対象貸付の債務者が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 

助成対象者の変更にあたりますので、速やかに、事務局に対して「助成対象者変更申請書」をご提出くだ

さい。 

詳細は特別利子補給制度ホームページに掲載されている「申請の手引き」をご確認ください。 

 

＜お問合わせ先＞ 

 ０３－６７３７－９３０５（平日９時～１７時） 

＜書類送付先＞ 

〒１００－０００４ 

東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビル１階 株式会社 JTB 東京中央支店内 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 
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Ⅶ－３ 助成金の交付を受けた後、破産手続きが開始となりました。どのような手続きが必要ですか。 

交付対象者が破産手続きを開始した場合は、破産手続開始通知等の書面を事務局に郵送してください。

郵送後、事務局は、助成金の返還手続きをご案内いたします。 

このほか、法の定めにより対象貸付に係る利子の支払いが不能になった場合は、利子の支払いが不能に

なったことを証明する書面を事務局に郵送してください。 

なお、法の定めによって対象貸付の利子の支払いが不能になる例は、以下のとおりです。 

 ・破産法に基づく破産手続開始決定 

 ・民事再生法に基づく再生手続開始決定 

 ・会社更生法に基づく更生手続開始決定 

 ・会社法に基づく特別清算の開始決定 

 

＜書類送付先＞ 

〒１００－０００４ 

東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビル１階 株式会社 JTB 東京中央支店内 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛 
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Ⅷ．助成金の返還手続きについて                                

 

Ⅷ－１ 「特別利子補給助成金の返還のご案内」が届きました。書類の内容について教えてください。 

助成金の対象貸付が繰上げ完済または借換によって消滅した場合、本利子補給は終了となります。 

このとき、金融機関に支払った利子額より多くの助成金（３年分の利子相当額）の交付を受けていた方に

対して、事務局は「特別利子補給助成金の返還のご案内」を送付しています。 

「特別利子補給助成金の返還のご案内」を受領された方は、記載のとおり、ご返還のお手続きをお願いし

ます。 

 

Ⅷ－２ 「返還のご案内」が到着しましたが、同時に新たな利子補給の交付も申請中です。 

    新たに交付される助成金と返還金額を相殺してもらうことは可能ですか。 

相殺は可能です。相殺が可能であるとき、事務局からお電話をさせていただきます。 

 

Ⅷ－３ 「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」が届きました。書類の内容について教えてくだ

さい。 

事務局より送付した「特別利子補給助成金の返還のご案内」（Ⅷ－１を参照）に基づく返還金のお振込み

が無かった方に対して、「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」を送付しています。 

「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」を受領された方は、記載されている納付期限までに、ご

返還のお手続きをお願いします。 

納付期限までに返還金を納付されなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未

納付の額につき年１０．９５％の割合を乗じて計算した延滞金が発生しますので、ご注意ください。 

 

Ⅷ－４ 依頼人名の前に整理番号を入力のうえ振り込むように記載がありますが、入力ができません。

どうすればよいですか。 

ご依頼人名の前に整理番号を入力することが困難である場合、整理番号をご入力いただく必要はござい

ません。なお後日、事務局からご入金確認のお電話をさせていただく場合がございますので、ご了承くだ

さい。 

 

Ⅷ―５ 「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」が届きました。返還金はどのような方法で納

付すればよいですか。 

返還金の納付は指定の金融機関口座へ振込をお願いします。 

恐れ入りますが、振込手数料は振込人負担でお願いします。 
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ⅸ．問合せ先                                          

 

ⅸ－１ 特別利子補給制度の問合せ先を教えてください。 

特別利子補給制度に関してご不明な点は、以下にお問合せください。 

 

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 

０５７０－０６０５１５（受付時間：平日９時～１７時） 

※令和４年５月１日より受付時間は平日のみとなりました。 


