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第５号様式（第８条関係） 

 

令和２年１２月１０日 

 

 岐阜県知事 様 

 

申請者の所在地 岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

                                        申請者の名称  株式会社やぶた 

                                        代表者の職氏名  代表取締役 岐阜太郎 印 

 

   令和２年度 EC サイト新規構築等事業費補助金 

実績報告書 

 

 令和２年１０月２８日付け県支第１００号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業を

完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 事業実績報告書 

別紙のとおり 

 

２ 補助対象事業に要した経費、補助対象額及び補助金の額 

 （１）補助対象事業に要した経費   金        ８８０,０００円 

 （２）補助対象経費         金        ８００,０００円 

 （３）補助金の額          金        ６００,０００円 

 

３ 添付書類 

(1)  別紙「事業実績報告書」 

(2)  実績額の根拠資料（請求書、振込依頼書等） 

県から通知した交付決定書に記載の

日付、番号を転記してください。 

事業完了日から起算して３０日以内又

は令和３年２月２８日のいずれか早い

日までに提出する必要があります。 

別紙「事業実績報告書」４ 収支決算（２）支出の部 の決算額を転

記してください。 

（１）には消費税額を含みます。 

（２）には消費税額を含みません。 

代表者印（丸印）をご捺印ください。 

記入例 
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別紙 

 

事業実績報告書 

 

１ 申請者の概要 

申請者の名称 株式会社やぶた 

代表者の役職・氏名 代表取締役 岐阜太郎 

所在地 岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

電話番号 058-272-8362 

ＦＡＸ番号 058-278-2656 

ＨＰアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/index.html 

資本金（法人のみ） １億円 

常時使用する従業員数（※） ２０名 

業種及び主たる事業 

(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等がある場合は添付) 

岐阜県産品の卸売、販売 

担当者氏名 岐阜花子 

担当者 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ c11370@pref.gifu.lg.jp 

     ※「常時使用する従業員」とは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条第１項に規定す

る解雇の予告を必要とする労働者をいい、日雇労働者、会社役員、個人事業主等は該当しない。 

 

２   事業の実施期間 

 

  開始日：  令和２年１０月１日 

 

完了日：  令和２年１１月３０日 

 

３  事業内容 

 （１）事業の概要 

①補助対象事業 
☑新規構築 

□改修（既存ページのＵＲＬ：） 

②新規構築又は改修をしたＥＣサイト

の内容 

岐阜県名産品の販売 

③ＥＣサイト制作の委託先 NETTOKYO 株式会社 

④現在の取扱商品及び県産品の数 ５０商品（うち、県産品４５商品） 

※別添（取扱商品一覧）を添付 

 

（２）今後の展望と課題 

開始日は契約（発注）日と同日又は

前となります。完了日は制作にかか

った費用を委託先に支払った日と同

日又は後となります。 
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  ・当社の目玉商品や売れ筋商品を掲載したが、取り扱う商品数を増やしたい。 

・売上やサイト閲覧に関連するビッグデータを集約し、分析したい。 ・・・ 

 

（３）効果及び目標の達成状況 

 ア 補助対象事業の効果 ※補助対象事業の実施により得られた効果を記入すること。 

  ・公開後１週間でアクセス数１００件、メールや電話による問い合わせが５件あった。 

・公開後１週間で売上個数１０点、売上額は５万円。 ・・・ 

 

 イ 指標となる目標値 

項目 計画時 目標値 現在値 

ＥＣサイトの県産品の取扱数 ０ ４０ ４５ 

ＥＣサイトの県産品の割合 ０ １００ ９０ 

 

 ウ 事業効果を高めるため実施した取組 ※事業実施に当たっての工夫等を記入する

こと。 

  ・商品の撮影に関して、ぎふネットショップ総合支援センターのアドバイスを受けた。 

・既存のホームページと EC サイトを行き来しやすいよう双方にリンク先を設けた。 

・クレカと○○pay の２種類を搭載し、お客様の選択肢を増やした。 

・実店舗の店頭に、EC サイトがオープンしたことをお知らせするチラシを置いた。 

・・・ 

 

事業計画書の３（４）イの現在値と目標

値を、計画時と目標値に転記します。 
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４ 収支決算 

 

（１） 収入の部（資金調達内訳） 

                                                            （単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支出の部 

                                 （単位：円） 

補助対象事業に要する経費 

（補助対象外経費）（※３） 
補助対象経費（※３）（※５） 

左の負担区分 

県補助金申請額（※３） 自己負担額 

予算額 

（※４） 
決算額 

予算額 

（※４） 
決算額 

予算額 

（※４） 
決算額 

予算額 

（※４） 
決算額 

1,100,000 

（100,000） 

㋐（※２） 

880,000 

（㋑80,000） 

1,000,000 
㋐-㋑ 

800,000 
750,000 ㋒600,000 350,000 

㋐-㋒ 

280,000 

 

 

 

 

 

経費区分 
金  額 

調 達 先 備    考 
予算額 決算額 

補 助 金（※１） 750,000 600,000 岐阜県  

自己資金 350,000 280,000   

借 入 金     

そ の 他     

合  計 1,100,000 ㋐（※２）880,000   

予算額の列は、事業計画書に記入した金額を転記します。 

決算額の列は、実際の経費に基づいた金額を記入します。 

決算額は、実際にかかった経費に基づいて記入します。 

＜例＞申請時、事業に要する経費 110

万円（税込）を見込んでいたところ、

委託先企業の都合により経費 88 万円

（税込）に収まった。 

補助対象事業に要する経費には消費税額を含みます。補助対象外経費の内数を（ ）内に記入します。 

この例は、補助対象外経費が消費税額のみのケースです。補助対象経費には消費税額を含みません。 

㋒には、補助対象費に補助率を乗じて得た金額の範

囲内の金額を記入します。ただし、交付決定通知書

に記載した補助金額の範囲に限ります。 
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（３）経費の明細 

                                                         （単位：円） 

経費の内容 経費の内訳 

金額（円） 

（補助対象外経費

）（※３） 

見積 

年月日 

契約 

年月日 

完了 

年月日 

支払 

年月日 

ECサイト構築費 構築、コーディング330,000円 

デザイン費220,000円 

決済機能搭載110,000円 

スマートフォン対応110,000円 

770,000 

（70,000） 

９月１日 １０月５日 １１月１５日 １１月２０日 

商品写真撮影費 写真１カット2,000円×50商品

×税率1.1＝110,000円 

110,000 

（10,000） 

９月１０日 １０月５日 １０月２０日 １０月２５日 

合計  ㋐（※２）880,000 

（㋑ 80,000） 

    

 ※行は必要に応じ、追加・削除すること。 

 

 

※１ 予算額と決算額が著しく相違するときは、その理由を備考欄に記入すること。 

※２ (1)収入の部の「㋐」と(2)支出の部の「㋐」と(3)経費の明細の「㋐」が一致すること。 (2)支出の部の「㋑」と(3)経費の明細の「㋑」が一致すること。 

※３ 経費については、千円未満を切り捨てず円単位まで記入すること。ただし、補助金額は、千円未満を切り捨てた額を記入すること。 

※４ 「予算額」欄には、申請書の計画の内容に記入したもの（事業計画書を変更した場合は、承認を受けた変更後の計画に基づくもの）を記入すること。 

※５ 「補助対象経費」欄には、補助対象事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となる経費について、消費税額及び地方消費税額を控除した金額を記入す

ること。 

・見積年月日は、見積書に記載されている日付です。 

・契約年月日は、ＥＣサイト制作委託期間の開始日又は

発注日をいい、見積年月日と同日又は後となります。 

・完了年月日は、ＥＣサイト制作が完了した日をいいま

す。主に納品書に記載されている日付を基にします。 

・支払年月日は、振込依頼書で振込を行った日をいい、

事業完了日と同日又は前となります。 
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別添（取扱商品一覧） 

 

取扱商品一覧 

 

申請者名 株式会社やぶた 

  

取扱商品数① ５０ 

うち県産品の数② ４５ 

取扱商品に占める県産品の割合（②/①）（※１） ９０ ％ 

 

 

※行は必要に応じ、追加・削除すること。 

 

 

 

 商品名 県産品（※２） 

に〇を付すこ

と。 

売価（税抜） 画像 

１ 任意様式で提出    

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

※１ 取扱商品に占める県産品の割合は、小数点以下１位まで記入し、２位以下は切り捨てて記入するこ

と。 

※２ 県産品とは、次のいずれかを満たすものをいう。 

(1)県内で企画し、製造し、又は加工されている商品 

(2)主な原材料が岐阜県産であり、県内の製造事業者等が販売する商品 


