
補助金を活用し
企業の生産性を向上!!

一般社団法人日本中小企業サポート協会
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会社紹介

一般社団法人日本中小企業サポート協会

代表理事 中村 寛之（なかむら ひろゆき）

認定支援機関 として全国中⼩零細企業へ 「経営改善サポート」

「経営⾰新計画含め国の制度活⽤支援」

「⼈事クラウドシステム構築から勤怠管理及び給与計算(明細・年末調整・各種帳簿)

まで企業実務の一元化をサポート」

《 補助⾦獲得実績 》

ものづくり補助⾦、IT導⼊補助⾦、⼩規模持続化補助⾦、事業承継補助⾦、

エネルギー使⽤合理化等事業者支援事業補助⾦、既存建築物省エネ補助⾦、

宿泊施設補助⾦、ストレスフリー補助⾦、ロボット導⼊補助⾦

・・・その他多数 「補助⾦採択率８５％以上」「経営⾰新計画認証 ２００社以上」



本日の内容

①補助金・助成金について

②事業再構築補助金について

③サポート協会より企業へ同時提案

④最後に
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助成⾦と補助⾦

助成⾦

厚生労働省

雇⽤保険

従業員を雇⽤する
時給を上げる
労働環境整備

補助⾦

経済産業省

法⼈税

設備導⼊
システム構築

事業承継・M&A

雇用 事業
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補助金・助成金は 年間3,000種類以上 公募があります
中小企業庁の調査によると 「国・都道府県・市町村などが交付する補助金・助成金」

認知率 51.5％
理解率 16.8％

利用率に至ってはわずか6％



補助金(事業に対し経産省より)
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「ものづくり・商業・サービス補助金」

補助上限 1,000万円、 補助率 １／２ （小規模事業者２／3 ）
(コロナ型３／４ )
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。

要件①：付加価値額＋3 ％以上／年
要件②：給与支給総額＋1.5 ％以上／年
要件③：事業場内最低賃金 地域別最低賃金＋30 円

注)過去3年間に採択した企業は「減点でのスタート」

現在公募中の6次〆切は5/13、
次回7次公募の〆切は8月の見込みです。



「小規模事業者持続的発展支援事業」

＜補助額＞ ~50万円 １００万(特別型)
＜補助率＞ 2/3 3/4(特別型)
＜補助対象＞ 店舗の改装、ホームページの作成・改良、

チラシ・カタログの作成、広告掲載など
《要件》 事業計画期間において、

「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」、
「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋30円以上」

を満たすこと等を加点要件とします。

応募締切：次回公募〆切は 5月12日（特別枠）
6月5日（一般型）



「IT導入補助金」
生産性を向上するための「ITツールの導入」や「テレワーク環境の整備」

等を支援

《要件》事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」

「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋30円以上」

1次〆切は5/14〆切、6/15発表

※2次は7月中の〆切、8月中の発表を予定
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おもな補助金・助成金の種類＜補助金＞

●事業承継・世代交代集中支援事業：

事業承継・Ｍ＆Ａをきっかけに経営革新を行う事業

1. 後継者承継支援型（経営者交代タイプ）上限・200万円 補助率・1/2または2/3

2. 事業再編・事業統合支援型（Ｍ＆Ａタイプ）上限・600万円 補助率・1/2または2/3
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「令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
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（ユーティリティ設備）

①高効率空調 ②産業ヒートポンプ ③業務用給湯
④高性能ボイラ ⑤変圧器
⑥高効率コージェネレーション ⑦低炭素工業炉
⑧冷凍冷蔵設備 ⑨産業用モータ等

（生産設備）

①プラスチック加工機械（射出成形機）
②工作機械（レーザー加工機等）
③プレス機 ④印刷機械等

※上記設備の導入にあたって必要となる付帯・関連設備を含む。
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●公募期間：2021年5月下旬～6月下旬（推定）

●採択発表：2021年8月下旬（推定）



採択率の加点ポイントを狙う方法

これまで加点ポイントとされていた国の認証は

「経営革新計画」 「経営力強化法」 「先端設備導入計画」

「事業継続力強化計画」 がありました。

本年度、有効とされている加点ポイントは

「経営革新計画」 「事業継続力強化計画」 です。

注)２０２１年公募の「事業再構築補助金」には適合されません



「経営革新計画」

３年から５年の事業計画を国に認証してもらう

⇒ 低金利資金調達・補助金加点・格上げ等のメリット

「事業継続力強化計画」

中小企業・小規模事業者の方々が、防災・減災にむけて取り組む計画

⇒ 特に、発電機等災害時の備えとして活用出来る

補助金には必須



補助⾦申請では、決算書の提出が求められます。

その決算書が2期連続して赤字の企業は補助⾦の採択は難しくなってきています。

なぜなら、補助⾦を採択しても会社が倒産してしまうといったケースが

非常に多くなってきているからです。

補助⾦を出しても会社が無くなってしまえば本末転倒です。

そういった事から、内容が良くても決算が思わしくないと落ちてしまいます。

そこで、加点となる 「経営革新計画」 が必須となります。

どうしようもなく連続赤字決算となってしまっても、

「経営革新計画」 の認証で、今後の企業の展開を示すことができ

採択への道が開けます。



経営革新計画とは？















助成金 (雇用に関し厚労省より)
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おもな補助金・助成金＜助成金＞
※昨年度の要項ですので、2020年度は変更になる部分もあります。

●キャリアアップ助成金：パート、アルバイトを6ヶ月以上有期雇用後に無期転換を行うことで
助成される(28.5万・57万円)

●65歳超雇用推進助成金：高齢者の雇用安定のための措置を講じることで助成される
(20万～145万円)

●人材確保等支援助成金：〈健康づくり制度〉法定健康診断以外に法定外検診を規定実施
することで助成される(38万円)







助成金の情報は伝えますが、申請サポート及び代行は

サポート協会として一切行いません。

独占業務として、社会保険労務士のみ行えるものです。

・・・ただし90％の社労士は対応してくれませんが・・・
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予算規模的には「史上最大のメガ補助金」の「新設」
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公募スケジュール
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〆切が4/30

第１回の採択発表は、６月上旬～中旬頃



●今からの取り組みだと

第二次公募で確実に

●採択まで何度もチャレンジ可能

⇒第三次公募までには申請したい

※ 宿泊業向けの事業再構築補助金(官公庁)
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≪２０２１年全5回公募≫

２次公募は５月？(５月末？・６月末？)

第2次 ： 6月頃

第3次 ： 8月頃

第4次 ： 10月頃

第5次 ： 11月頃
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【通常枠】

補助額 １００万円～６０００万円

補助率 ２/３
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⚫事業再構築に係る事業計画を認定経営⾰新等支援機関と策定する。
補助⾦額が3,000万円を超える案件は⾦融機関（銀行、信⾦、ファンド等）も参加して策定する。

⚫補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0以上増加、又は従業員一⼈当たり付加
価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
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【売上減少比較について】
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例) ２０２１年４月に申請する場合

●２０２０年１０月から２０２１年３月・この６か月で任意の３か月の売り上げ合計

と

●２０１９年１０月から２０２０年３月の同３か月の売り上げ合計と比較して１０％減

注意)２０２０年１月・２月・３月 でも ２０１９年１月・２月・３月
との比較でも可能

２０２０年１１月・２０２１年１月・２０２１年３月 の売り上げ合計と比較する場合
２０１９年１１月・２０２０年１月・２０１９年３月 の合計と組み合わせも可能
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例)２０２１年１１月に申請の場合

●２０２１年５月から２０２１年１０月・この６か月で任意の３か月の売り上げ合計

と

●２０１９年５月から２０１９年１０月の同３か月の売り上げ合計と比較して１０％減

注意)２０２０年５月から２０２０年１０月との比較ではありません。
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比較対象期間は
申請する月の前月含む６か月前

と

２０１９年１月から２０２０年３月までの期間
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●緊急事態宣言特別枠については、

・今回の公募を含め「全２回」の公募。次回ラストチャンス！

・新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の

減少は対象外(証明書提出)

●対象外費用の「専ら資産運用的性格の強い事業」

⇒ 明確に資産運用系を排除。 コインランドリーとかもアウト
43



事業再構築補
助金指針
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補助金申請対象売上
比較方法
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《法人》



《個人①》



《法人・個人》

添付ファイルは

PDFにする
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補助金は採択されてからが重要
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補助金コンサルの中には採択までで終了のケースも多いので要注意

サポート協会は「中間報告」「完了報告」

「５年間のフォロー」全てを成功報酬の中で実地します。
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サポート協会より

企業へ同時提案
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２０１９年末

「生産性の向上しない中小零細企業を潰してく」

国はこんな衝撃の一言を伝えました。

更に、２０２０年１月

「補助金申請も労働環境整備が出来ていないと申請不可」

と、打ち出したのです。

全ては ２０２１年４月より施行される

｢同一労働・同一賃金｣ によるものです。

※働き方改革の最重要項目



２０２０年４月「同一労働・同一賃金」施行後は

「労働者に対し、待遇に関する説明義務」

社員に「自分の基本給はどうやって決めてるのか？」の質問が来たとき

「他がこうだから」とか「昔からの取り決めで」と、言った曖昧な回答ではなく、

会社としての取り決め規定を説明及び目で見せないと罰則になります。

※この説明義務は、国（労働局）から指摘を受けた時も同様に明確化を求められます。



アディーレ法律事務所

過払い金請求 20万件×平均146万円

292,000,000,000円

これの成功報酬20％ =  58,400,000,000円

弁護士が介入するビジネスモデルは過払い金請求から

「賃金規定(同一労働)など未払い残業代回収」の

ビジネスモデルに
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(一社）日本中⼩企業サポート協会では、
自社で開発した「⼈事CLOUD」システムが
IT導⼊補助⾦のITツールとしてIT導⼊支
援事業者（ITベンダー・サービス事業者）
に登録されています。
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最 後 に
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今から準備する内容
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①申請対象になるのか？《通常枠・特別枠》

②補助対象経費は何か？《お見積書》

③補助対象内容は何か？
《何を・なぜ・どうやって》

④GビズIDプライムの取得
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今後の進行



＜長野県＞中小企業経営構造転換促進事業補助金の申請受付について

『補助額』

●事業再構築補助金 (通常枠) 6,500 万円（国 6,000 万円、県 500 万円）
●ものづくり補助金[8/10] 1,200 万円（国 1,000 万円、県 200 万円）
●小規模事業者持続化補助金[9/10] 120 万円（国 100 万円、県 20 万円）

『事業計画の提出』

国補助金の交付決定を受けた後、事業計画
（事業計画書：様式１号、国補助金の交付決定通知書及び事業計画等の写し、

会社案内・パンフレット等）を県に提出してください。

（１）申請期間 令和３年３月３日（水）から令和４年２月１５日（火）
（２）申請方法 産業・雇用総合サポートセンターで受け付け。
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事業を行う皆さんに考えて頂きたいのは3つ

「何をやるのか？」

「なぜやるのか？」

「どうやるのか？」

これだけは考えがまとまっていないと

申請は通りません。
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事業再構築補助金成功報酬全国平均

◆着手金 ８万円～６０万円
≪もの補助 １２万円～４０万円≫

◆採択時 補助金額の１５％～３０％
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ヒアリングの際お断りする場合もあります
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「全てお任せ」
「二人三脚が出来ない」
「攻撃的」

誰のための事業なのか？
何の為に補助金を利用するのか？



補助金を活用したら
税制優遇を受けましょう

11
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２０２１年４月より

経営者や起業家にとって

大きなニュース
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『税制改正』

令和2年12月に「令和3年度税制改正大綱」が
公表され、令和3年4月から法律が施行されます。

令和2年1月に新型コロナウィルスの最初の感染者が
確認されて以降、コロナ禍の1年となった状況を
受けた税制改正となっています。



122

大きく分けて３つ

１．デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資促進税制

２．人材確保等促進税制

３．中小企業における所得拡大促進税制
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１．ＤＸ投資促進税制とは？

DXに必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資を行った場合、
投資額に対して特別償却30％又は税額控除3％（一定の場合は5％）が
受けれます。

普通、ソフトウェアなどを開発した場合、償却は５年になりますが
３０００万円のシステム開発をしたら、毎年６００万円を減価償却できて、
損金として計上することができます。

今回の場合は、３０％の特別償却なので、上記の例で言えば、
９００万円を損金にできます。
特別償却か税額控除３％かは選択できるので、
どちらが節税メリットが大きいかを加味して選択するのが良いかと思います。



DXとは？
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２．人材確保等促進税制とは？

新卒や中途などの新規スタッフを採用し、
その給与支給額が前年より２％以上増加した場合、
新規スタッフの給与支給額の１５％が税金控除されます。

また、教育訓練費など研修費が前年度より２０％以上増加した
場合は、２０％税金が控除されます。

ただし、控除の上限金額は、法人税額の２０％までとなります。
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３．中小企業の所得拡大促進税制とは？

会社全体の給与支給額が、前年度比で1.5％以上増額した場合、
給与支給総額の１５％が税額控除されます。

さらに、給与支給総額が前年度比2.5％以上であり、
次のいずれかを満たすと２５％控除されます。

１．教育訓練費が対前年度比１０％以上増加

２．経営力向上計画の認定を受けている



現在、「売り上げが10分の1に減った」

「この状況では休業せざるを得ない」

新型コロナウイルスの感染拡大で、中小零細企業や個人事業主から

悲鳴が上がっています。

本来なら、２０２０年オリンピック明けに不景気が訪れると

予測しておりましたが業種によっては不況のピークが来ています。

その不況も始まったばかりで収束が全く見えません。

この波はどの業種にも確実にやってきます。

２００８年に起きた「リーマンショック」よりかなり酷いです。

有事ともいえる状況の中で、みなさま方の事業運営に少しでも

お役にたてて頂き支援制度を上手に活用して早期の回復を応援

しております。



ご自身で申請や基盤整備が出来ない場合は

（一社）日本中小企業サポート協会まで御相談ください。

誠心誠意サポート致します。

ご清聴頂きましてありがとうございます


