
兵庫県「第８期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
添付資料⑪⑮売上高方式/売上高減少方式に関する補足資料

お問い合わせ

■兵庫県時短協力金コールセンター
開設時間 午前９時から午後５時（月から金曜日）
電話番号 ０７８－３６１－２５０１
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第８期【協力金日額の計算シート】および【売上帳簿等】の提出要否

2

第８期の協力金の区域ごとの協力金の計算方法は下記の通りです。
中小企業者等は、前年（前々年）9月の1日当たりの売上が100,001円以上(10万円を超える）の場合は、計算シート
を提出することにより変動計算が適用されます。（1日当たりの10万円以下の場合は計算シートおよび売上帳簿の提出は不
要です）
また中小企業は、前年（前々年）の９月の1日当たりの売上が250,001円以上の場合は、「売上高方式」「売上高減少方
式」のいずれか有利な方を適用することができます。
大企業は、売上高減少方式のみ適用となります。（計算シートおよび売上帳簿の提出必須）

計算方式 協力金の日額の計算方法

協力金日額の
計算シート・売
上帳簿の提出

有無

売上高方式
（中小企業者のみ適用）

申請店舗の令和元年又は令和２年９月の１日当たりの飲食部門の売上高が10万円以下の場合

＊申請額 ＝ ４万円（一律）/日 × 継続して休業・時短要請に応じた日数
不要

申請店舗の令和元年又は令和２年の９月の１日当たりの飲食部門の売上高が１０万円超の場合

＊申請額 ＝（１日あたりの売上高×0.4）×継続して休業・時短要請に応じた日数
※千円未満切上げ、上限10万円

要

売上高減少方式
（大企業および中小企業）

＊申請額 ＝（１日あたりの売上高減少額×0.4）×継続して休業･時短要請に応じた日数
※千円未満切上げ、上限20万円

要



チェック

欄

チェック

欄

【必須②入力単位選択】

区域　兵庫県内の店舗

【必須①区域選択】

区域
売上

入力単位

1日単位

1か月単位

年間単位

【添付書類⑪協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高方式）ⅰ
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県のHPから「添付書類⑫_協力金日額計算シート（売上高方式）」をダウンロードし、（１）～（６）の手順で作成して
ください。（※使用されているPCのOSのバージョンが古く関数などが反映しない場合は、県HPに別途公開されている手書き用
をご使用ください）

（１）シート下段にある【申請者名】【店舗名称】を入力する。

（２）【必須①区域選択】申請する店舗住所が兵庫県内であることを確認しチェック欄にチェックする。

（３）【必須②入力単位選択】別途提出する売上帳簿等の集計単位に合わせての該当欄をチェックする。

申請者の情報 営業時間短縮を行った店舗の情報

申請者名（法人名又は個人事業主名） 店舗名称
（１）

（２） （３）



【添付書類⑪協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高方式）ⅱ
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（４）【任意：兼業率】申請店舗が飲食部門以外の売上を含む場合で売上帳簿で飲食部門の売上を個別に集計でき
ない場合はチェックし、兼業率を入力してください。（法人事業概況説明書の「兼業割合」を利用する方法や令和２
年10月以降の任意の月の月間売上高に占める飲食部門の比率を使って計算する方法その他合理的な方法により
算出する場合）

（５）【任意：店舗数】複数店舗を経営しており店舗ごとの売上集計ができない場合は、チェックし、店舗数を入力してくだ
さい。（確定申告書類の売上高を店舗数で割って、申請店舗の年間売上高を算出する場合）

□ 店舗

【任意；店舗数】

複数店の売上を個別集計できず案分する場合のみ

チェックし、店舗数を入力してください。

10□ ％

【任意：兼業率】

兼業の場合のみ飲食部門の売り上げ割合を

入力してください。（小数点以下切り捨て）

50 （４） （５）



年間売上

■1年単位

令和2年(令和元年)

年間営業日数 ※4

9月営業日数 ※5

9月売上

※3 　営業日数が把握できない場合は、係数26を入力する。

■1か月単位

令和2年(令和元年）9月

9月営業日数 ※3
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（６）【必須②入力単位選択】で選択した入力単位に従ってパターン１～３のいずれかの方法で売上を入力してください。
別途提出する売上帳簿の集計単位と必ず一致する集計単位で作成・入力してください。
※注意：テイクアウト、物販、仕出し等の売上および消費税・地方消費税を除く額を必ず記入すること！

■パターン１：1日単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の比較対象月の売上を入力して下さい。（営業日だが売上が0円だった場合は、0を入力すること）
営業日でない日付は空欄とする。（数字を入力されたセルが営業日としてカウントされます）

■パターン3：年単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の年間売上および年間営業日数・比較対象月の営業日数を入力してください。
（営業日数が把握できない場合は、年間営業に日数は係数312、月間営業日数は、係数26を入力すること）

日付

1日

2日

3日

4日

5日

売上

【添付書類⑪協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高方式）ⅲ

■パターン２：月単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の比較対象月の月間売上と営業日数を入力してください。
（営業日数が把握できない場合は、係数26を入力すること）



【判定結果】

緊急事態協力金日額

 ※緊急事態措置による休業・時短

要請に対する協力金の日額

40,000

令和2年(令和元年）

9月の月間売上
2,000,000

令和2年(令和元年）

9月の営業日数
25

令和2年(令和元年）

9月の1日当たり平均売上
80,000
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〈協力金日額計算シート〉 〈電子申請の場合〉

〈紙申請の場合・様式第1号〉

『協力金日額の計算シート』の入力が完了すると協力金日額が算出されます。算出結果を電子申請の場合は、WEB入力
フォームの入力欄に、郵送申請の場合は、『申請書・様式第1号』の協力金日額の欄に入力してください。

【添付書類⑪協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高方式）ⅳ



チェック欄

1か月単位

【必須③令和3年　売上入力単位選択】

売上入力単位

1日単位
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県のHPから「添付書類⑯_協力金日額計算シート（売上高減少方式）」をダウンロードし、（１）～（８）の手順で
作成してください。
（※使用されているPCのOSのバージョンが古く関数などが反映しない場合は、県HPに別途公開されている手書き用をご使用
ください）

（１）シート下段にある【申請者名】【店舗名称】を入力する。

（２）【必須①区域選択】申請する店舗住所が兵庫県内であることを確認しチェック欄にチェックする。
（３）【必須②入力単位選択】別途提出する売上帳簿等の集計単位に合わせての該当欄をチェックする。
（４）【必須③令和3年売上入力単位】別途提出する売上帳簿等の集計単位に合わせての該当欄をチェックする。

（２） （３） （４）

【添付書類⑮協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高減少方式）ⅰ

申請者の情報 営業時間短縮を行った店舗の情報

申請者名（法人名又は個人事業主名） 店舗名称

（１）
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□ 店舗

【任意；店舗数】

複数店の売上を個別集計できず案分する場合のみ

チェックし、店舗数を入力してください。

10□ ％

【任意：兼業率】

兼業の場合のみ飲食部門の売り上げ割合を

入力してください。（小数点以下切り捨て）

50 （５） （６）

（５）【任意：兼業率】申請店舗が飲食部門以外の売上を含む場合で売上帳簿で飲食部門の売上を個別に集計でき
ない場合はチェックし、兼業率を入力してください。（法人事業概況説明書の「兼業割合」を利用する方法や令和２
年10月以降の任意の月の月間売上高に占める飲食部門の比率を使って計算する方法その他合理的な方法により
算出する場合）

（６）【任意：店舗数】複数店舗を経営しており店舗ごとの売上集計ができない場合は、チェックし、店舗数を入力してくだ
さい。（確定申告書類の売上高を店舗数で割って、申請店舗の年間売上高を算出する場合）

【添付書類⑮協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高減少方式）ⅱ



日付

1日

2日

3日

4日

5日

売上
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（７）【必須②入力単位選択】で選択した入力単位に従ってパターン１～３のいずれかの方法で売上を入力してください。
別途提出する売上帳簿の集計単位と必ず一致する集計単位で作成・入力してください。
※注意：テイクアウト、物販、仕出し等の売上および消費税・地方消費税を除く額を必ず記入すること！

■パターン１：1日単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の比較対象月の売上を入力して下さい。（営業日だが売り上げが0円だった場合は0を入力すること）
営業日でない日付は空欄とする。（数字を入力されたセルが営業日としてカウントされます）

■パターン２：月単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の比較対象月の月間売上と営業日数を入力してください。
（営業日数が把握できない場合は、係数26を入力すること）

■パターン3：年単位で売上を入力する場合
令和２年（令和元年）の年間売上および年間営業日数・比較対象月の営業日数を入力してください。
（営業日数が把握できない場合は、年間営業に日数は係数312、月間営業日数は、係数26を入力すること）

【添付書類⑮協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高減少方式）ⅲ
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（８）【必須③入力単位選択】で選択した入力単位に従ってパターン１～２のいずれかの方法で売上を入力してください。
別途提出する売上帳簿の集計単位と必ず一致する集計単位で作成・入力してください。

■パターン１：1日単位で売上を入力する場合
令和３年の9月の売上を入力してください。営業日だが売り上げが0円だった場合は、0を入力すること。
休業日の場合も０を入力すること。
営業日でない日付（定休日）のみ空欄とする。（数字を入力されたセルが営業日としてカウントされます）

日付

1日

2日

3日

売上

100000

100000

100000

■パターン２：月単位で売上を入力する場合
令和３年の9月の月間売上と営業日数（営業日と休業日の合計数）を入力してください。

【添付書類⑮協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高減少方式）ⅳ

令和3年は、全て休業していた場合は、売上・営業日数、両方ともブランクにしてください。■1か月単位　令和3年7月

7月売上 7月営業日数
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〈協力金日額計算シート〉 〈電子申請の場合〉

〈紙申請の場合・様式第1号〉

『協力金日額の計算シート』の入力が完了すると協力金日額が算出されます。算出結果を電子申請の場合は、WEB入力
フォームの入力欄に、郵送申請の場合は、『申請書・様式第1号』の協力金日額Ａ・Ｃ・Ｄのそれぞれの欄に入力してください。
（※協力金Ｂの日額は一律2万円）

【添付書類⑮協力金日額の計算シート】の入力方法（売上高減少方式）ⅴ

令和2年(令和元年）9月売上 12,000,000

緊急事態協力金日額

 ※緊急事態措置による休業・時短要請に対す

る協力金の日額

180,000

令和3年9月売上 250,000

1日当たり売上減少額 587,500

1日当たり売上減少額×0.4 235,000



年間売上

※4　営業日数が把握できない場合は、係数312を入力する。

※5　営業日数が把握できない場合は、係数26を入力する。

■1年単位

令和2年(令和元年)

年間営業日数 ※4

5月営業日数 ※5

5月売上

■1か月単位

令和２年(令和元年）5月

5月営業日数 ※3

※3 　営業日数が把握できない場合は、係数26を入力する。

日付

1日

2日

3日

4日

5日

6日

■1日単位

令和２年(令和元年）5月

売上

営業日だが売り上げが0円だった場合は、0を入力すること。営業日でな

い日付は空欄とする。

（数字を入力されたセルが営業日としてカウントされます）
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『売上帳簿等の写し』には、『協力金日額の計算シート』の入力単位と同一単位で集計した合計金額を必ず記載してください。
入力単位ごとの合計金額が未記入・金額相違がある場合は、不備再提出となります。必ず提出前に合計金額が記入されて
いることおよび金額の一致を確認してください。 （※テイクアウト、物販、仕出し等の売上および消費税・地方消費税を除く
額であることに注意）

【売上帳簿等の写し】の提出（集計金額）

<売上帳簿>

1日単位

1か月単位

1年単位

<協力金日額の計算シート>

1か月単位・1年単位：合計金額を集計し、売上帳簿に記入してください。
また売上帳簿の合計金額と「協力金日額の計算シート」の入力金額が一致
していることを確認してください。

1日単位：売上帳簿の各日付の金額と「協力金日額の計算シート」の入力
金額が一致していること確認してください。

合計金額

合計金額
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飲食部門以外の売上を含む店舗を申請する場合は、兼業率について以下２つのいずれかの方法で、明示する資料を提出
してください。（※消費税・地方消費税を除く額であることに注意）

（１）令和２年10月以降の任意の月の月間売上高に占める飲食部門の売上高から兼業率を算出する方法。
売上帳簿等の明細に、飲食部門の売上であることがわかるように該当の明細ごとにマーカーを引いてください。
また金額を集計し、以下の①～③項目を必ず提出する売上帳簿等に記入してから提出してください。
①すべての売上金額の合計額
②飲食部門のみの売上合計額
③飲食部門のみの売上合計額 ÷ すべての売上金額の合計額 ＝兼業率（小数点未満切り捨て）

（２）『法人事業概況説明書』を提出し、「12 事業形態」欄の「兼業割合」を兼業率として適用する。

売上帳簿等の提出（兼業率）

<売上帳簿>
①すべての売上金額の合計額 5,000,000円

②飲食部門のみの売上合計額 3,000,000円

③兼業率 60%
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確定申告書類の売上高が、複数店舗の合計売上高である場合、申請しようとする店舗の売上高を、売上帳簿やレジの日
計表、会計伝票などに基づき集計してください。売上帳簿等を調べてもそれが分からない場合は、確定申告書類の売上高を
店舗数で割って、申請店舗の年間売上高を算出し、それをその年の営業日数で割って、一日当たり売上高とすることもできま
す。（この場合、その計算式を記載した書類と店舗数を示す書類の写しを提出してください）
（※テイクアウト、物販、仕出し等の売上および消費税・地方消費税を除く額であることに注意）

売上帳簿等の提出（複数店舗）


