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新規開業特例

新規開業特例の場合は、営業実態がわかる書
類などから判断します。



新規開業特例について

１

■申請方法は『簡易申請』となります。
（詳細は別冊子の申請の手引き【第12期】の７ページを参照）
※確定申告書、売上台帳等の提出は必要ありません。
※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

■１店舗あたりの協力金支給額：５４０，０００円

１日当たりの売上高が全ての店舗で７５，０００円以下

申請方法の目安

■申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報
シートの添付が必要となります。
※通常申請の方法は別冊子の申請の手引き【第12期】の１７ページからと
なります。

※確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。
※大企業は通常申請に限ります。

■１店舗当たりの協力金支給額は売上高等に応じて異なります。
５４０，０００～１，８００，０００円
（大企業の場合は０～３，６００，０００円）

次のいずれかの方法で『１日当たりの売上高※』を計算してください。

２０２０年９月１４日以降に新規開業し、協力金単価を算出するのに十分
な営業期間が取れない場合は、次の特例により基準額を算出することが
できます。

【時短要請日方式】

営業開始日から２０２１年９月１２日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年９月１２日までの日数

【９月方式】

営業開始日から２０２１年８月３１日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年８月３１日までの日数

※売上高は消費税・地方消費税を除いた額を用います。

１日当たりの売上高が７５，０００円を超える店舗がある
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新規開業特例による協力金単価の算出方法（第12期分）

２

売上高減少額方式で用いる２０２１年の『１日当たりの売上高』は営業
開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法に応じて次のとおり計算
します。

【９月方式】２０２１年９月の売上高÷３０
【時短要請日方式】２０２１年９月１３日から９月３０日の売上高の合計÷１８

【売上高方式の算出方法】
協力金単価＝営業開始日からの『１日当たりの売上高』×０．４

（下限額：3万円 上限額：10万円）

新規開業特例による協力金単価の算出方法

【売上高減少額方式の算出方法】
協力金単価＝（営業開始日からの『１日当たりの売上高』－

２０２１年の『１日当たりの売上高』)×０．４
（下限額：０円 上限額：20万円）

営業開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法

２０２１年の『１日当たりの売上高』の計算方法

【９月方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年８月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年８月３１日までの日数

【時短要請日方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年９月１２日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年９月１２日までの日数

※算出結果はいずれも千円未満を切り上げ
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新規開業特例での算出例①（第12期分）

【計算例】売上高方式×９月方式（開業日から８月３１日までの売上高）

３

■２０２１年７月１日から８月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年７月１日から８月３１日までの歴日数：６２日

８００万円÷６２日×０．４＝５１，６１４円
⇒協力金単価：５２，０００円

２０２１年 ６月 ７月 ８月 ９月

売上高(月) ５００万 ３００万 ・・・

▼７月１日オープン

■２０２１年９月１０日から９月１２日までの売上高の合計：６０万円
■２０２１年９月１０日から９月１２日までの歴日数：３日

※休業日を含めて計算します

６０万円÷３日×０．４＝８０，０００円
⇒協力金単価：８０，０００円

２０２１年 ９月９日 ９月１０日 ９月１１日 ９月１２日

売上高(日) ３０万 休業 ３０万

▼９月１０日オープン

【計算例】売上高方式×時短要請日方式
（開業日から９月１２日までの売上高）

第12期協力金の額＝９３６，０００円（協力金単価×１８日）

第12期協力金の額＝１，４４０，０００円（協力金単価×１８日）
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【計算例】売上高減少額方式×時短要請日方式
（開業日から９月１２日までの売上高と

９月１３日から９月３０日の売上高の比較）

▼８月１日オープン

２０２１年
８月１日から９月１２日
までの売上高の合計

９月１３日から９月３０日
までの売上高の合計

売上高(日) １，３００万 １００万

新規開業特例での算出例②（第12期分）

４

【計算例】売上高減少額方式×９月方式
（開業日から８月３１日までの売上高と２０２１年９月の売上高の比較）

■２０２１年８月１日から８月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年８月１日から８月３１日までの歴日数：３１日

■２０２１年９月１日から９月３０日までの売上高の合計：４００万円
■２０２１年９月１日から９月３０日までの歴日数：３０日

(８００万円÷３１日－４００万円÷３０日)×０．４
＝(２５８，０６５円－１３３，３３４円)×０．４＝４９，８９３円

⇒協力金単価：５０，０００円

２０２１年 ６月 ７月 ８月 ９月

売上高(月) ８００万 ４００万

▼８月１日オープン

第12期協力金の額＝９００，０００円（協力金単価×１８日）

第12期協力金の額＝１，７８２，０００円（協力金単価×１８日）

■２０２１年８月１日から９月１２日までの売上高の合計：１，３００万円
■２０２１年８月１日から９月１２日までの歴日数：４３日

■２０２１年９月１３日から９月３０日までの売上高の合計：１００万円
■２０２１年９月１３日から９月３０日までの歴日数：１８日

(１，３００万円÷４３日－１００万円÷１８日)×０．４
＝(３０２，３２６円－５５，５５６円)×０．４＝９８，７０８円

⇒協力金単価：９９，０００円
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売上高情報シート(売上高方式)の記入方法（第12期分）

５

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)
※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高方式・新規開業特例用で
あることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの売上高に「０．４」を

かけて、１日当たりの協力金単価
を求めてください。

１日当たりの協力金単価に日数を
かけ、店舗ごとの申請額を求めてく
ださい。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数を記載してください。

第１２期の様式であることを確認してくだ
さい。
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売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法（第12期分）

６

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

売上高情報シート(売上高減少額方式) 表面

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)
※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高減少額方式・新規開業特例
用であることを確認してください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数・１日あたりの売上高を記載してください。

『１日当たりの売上高の計算』で選択し
たものと同じ方式を選択してください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

計算式にもとづき１日当たり
の売上高を計算してください。

表面の計算結果をもとに『１日当た
りの売上高減少額』を計算してくだ
さい。

『１日当たりの売上高減少額』に
０．４をかけ１日当たりの協力金
単価を計算してください。
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事業承継特例



事業承継特例について

７

２０１９年９月１４日以降に店舗の移転を行ったり、店舗を引き継いだ場
合は次のいずれかの方法で協力金単価を求めることができます。

A：売上高方式
移転・引き継ぎ後の店舗の売上高では２０１９年又は２０２０年の『１日当たりの売
上高』が算出できないため、次の方法による算出を可とします。

①【事業承継特例】移転・引き継ぎ後の店舗の売上高に代えて、移転・引き継ぎ前
の店舗の売上高をもとにした店舗基準額の算出

②移転後の店舗を新規開業したものとして新規開業特例により算出

B：売上高減少額方式
移転・引き継ぎ後の店舗の売上高では２０２１年の『１日当たりの売上高』と２０１９

年又は２０２０年の『１日当たりの売上高』との比較による売上高減少額の算出がで
きないことから、次の方法による算出を可とします。

①【事業承継特例】移転・引き継ぎ前後の店舗の売上高との比較による売上高減
少額の算出

②移転後の店舗を新規開業として新規開業特例により算出

【計算例】２０２１年６月に店舗を移転した場合

２０２０年 ２０２１年

７月 ８月 ９月 １０月 ・・・ ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

８０ １００ １００ ８０ ・・・ ８０ ８０ ６０ ７０ ５０

店舗移転
▼→青葉区一番町で営業青葉区国分町二丁目で営業←

①移転前の店舗の売上高をも
とに店舗基準額を算出

（万円）（万円）

②移転後の店舗の売上高をもとに新規
開業特例にて店舗基準額を算出または

【事業承継特例の場合の添付書類（簡易申請の場合）】
・特例申請にかかる特段の添付書類は不要です。
※簡易申請の通常の添付書類で申請できます。

【事業承継特例の場合の添付書類（通常申請の場合）】

・売上台帳等の名義等が異なる場合は『名義が異なることの申立書
等』（任意様式）を添付してください。

承継特例



新型コロナ・災害等特例



新型コロナ・災害等特例について

２２

・申請方法は『簡易申請』となります
※申請の方法は、別冊子の申請の手引き【第１２期】７ページを参照してください。
■確定申告書、売上台帳等の提出は不要です。

※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

※大企業は通常申請に限ります。

１日当たりの売上高が全ての店舗で７５，０００円以下

申請方法の目安

１日当たりの売上高が基準額を超える店舗がある

・申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報シートの添付が必要
となります。
※特例用の売上高情報シートの作成方法は９～１０ページをご確認ください。

※申請の方法は、別冊子の申請の手引き【第１２期】１７ページ以降を参考にご記入く

ださい。

■特例用の売上高情報シートの提出が必要となります。

■確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。

※大企業は通常申請に限ります。

１日当たりの売上高
＝営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数

２０１９年９月１４日以降に新規開業した店舗であり、２０１９年１０月の台風
１９号や新型コロナウイルス感染症の影響により２０２０年９月の売上高が
著しく低い場合は、営業を開始した年（２０１９年又は２０２０年のいずれかの
年）の１日当たりの売上高※を基に協力金単価を求めることができます。
※営業を開始した年（２０１９年又は２０２０年のいずれかの年）の１日当たりの売上高
は、営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高を日数で割ったものとします
（消費税・地方消費税を除いた売上高を用います）。

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

（A）売上高方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）×０．４
下限額：３０，０００円、上限額１００，０００円

協力金単価の算出方法

（B）売上高減少額方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】｛（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）
－２０２１年の１日当たりの売上高｝×０．４

下限額：０円、上限額：２００，０００円

８



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法

２４

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(確定申告書・売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)
※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事
業活動に影響が出ていたことがわかる書類
※罹災証明書や各種給付金の交付決定通知等

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

売上高方式・新型コロナ・災害等特
例用であることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

計算式にもとづき計算し、１日当たり
の協力金単価を求めてください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申請
額を求めてください。

営業開始日からその年の１２月３１日まで
の売上高及び日数を記載してください。

営業を開始した年に
☑を入れ、月日を記
入してください。

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。
※大企業の方は売上高減少方式のみ選択できます。



売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法

２５

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。
※大企業の方は売上高減少方式のみ選択できます。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(確定申告書・売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)
※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事
業活動に影響が出ていたことがわかる書類
※罹災証明書や各種給付金の交付決定通知等

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

売上高減少額方式・新型コロナ・災害等特
例用であることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの協力金単価に日数をかけ、
店舗ごとの申請額を求めてください。

期間中の売上高を記載してください。

営業を開始した年に
☑を入れ、月日を記
入してください。

１日当たりの売上高減少額を求めてください。

１日当たりの売上高減少額に０．４をかけ１日当た
りの協力金単価を計算してください。


