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（別紙） 
令和３年４月１５日 

北九州市中小事業者一時支援金に係る 

各種申請特例について 
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◎ 各種申請特例を用いる場合は、郵送にて申請してください。 

◎ また、下記項目の申請については、特例用の様式をお使いください。 

２．新規開業特例用（様式第１－１号） 

３．季節性売上特例用（様式第１－２号） 

４．NPO 法人・公益法人等特例用（様式第１－３号） 

◎ 各種申請特例の審査については、通常よりも大幅に時間を要する場合があります。 
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1. 提出書類等に関する特例 

（１）該当要件  

以下のア又はイのいずれかに該当すること  

ア 確定申告書が合理的な理由により提出できないものと北九州市長が認める中小

法人等であること  

イ 2019年分又は2020年分の確定申告義務がない又はその他合理的な理由によ

り提出できないものと北九州市長が認める個人事業者等であること  

（２）支給額の算定方法  

申請要領に記載の算定方法と同じ。  

（３）提出書類  

＜中小法人等の場合＞  

申請要領「8 申請に必要な書類」の「（２） 確定申告書類の写し」に替えて「提

出できない事業年度の1事業年前の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控

え（収受日付印が押印されたもの）（写し）」又は「税理士の署名がある、月毎の

売上及び売上合計を証明する書類（写し）」を提出してください。  

＜個人事業者等の場合＞  

申請要領「８ 申請に必要な書類」の「（２）確定申告書類の写し」に替えて「住民

税の申告書類の控え（収受日付印が押印されたもの）（写し）」又は「当該年の前

年分の確定申告書第一表の控え（収受日付印が押印されたもの）（写し）」を提出

してください。  
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２．2019年 2020年新規開業特例 

（１）該当要件 

以下の①又は②のいずれにも該当すること 

① 2019 年１月から2020年 12月までの間に開業した事業者であること 

（2021 年以降に開業した事業者については本特例の対象外） 

② 対象月の売上が、開業年の月平均の売上に比べて、30％以上減少したこと 

（２）支給額の算定方法 

開業年の年間売上÷開業年の設立後月数（※１）×３－2021 年対象月の月間売上×３ 

※１：開業日の属する月は、操業日数に関わらず1ヶ月とみなします。

（３）提出書類 

・申請にあたっては、新規開業特例用の申請書（様式第1－1号）をお使いください。 

・個人事業者等の場合は、申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める書類に加えて、

以下の①から③のうちいずれかの書類を提出してください。 

① 開業･廃業等届出書（写し）（以下のすべての要件を満たすもの） 

・開業日が2020 年 12月 31日以前であること 

・届出書の収受日が2021 年２月１日以前であること 

・収受日付印が押印（e-Tax による提出の場合は、「受信通知」が添付）され
ていること 

② 事業開始等申告書（写し）（以下のすべての要件を満たすもの） 

・事業開始の年月日が2020 年 12月 31日以前であること 

・申告書の収受日が2021 年２月１日以前であること 

・収受日付印等が押印されていること 

③ 上記①及び②以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が

確認できる公的機関が発行/収受した書類（写し） 

（以下のすべての要件を満たすもの） 

      ・事業開始の年月日が2020年 12月 31日以前であること 

・書類の発行/収受日が2021 年 2月１日以前であること
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3. 季節性売上特例  

（１）該当要件  

売上に季節性がある場合など月毎の売上変動が大きい事業者であって、2021 年 1

月から３月の売上合計が、2019 年又は 2020 年の１月から３月の売上合計と比べ

て、 30％以上減少したこと 

      ただし、事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個      

人事業者等は本特例の対象外とします。  

（２）支給額の算定方法  

＝ 2020年（又は2019年）１月から３月の売上合計（※２） － 2021年1月か

ら３月の売上合計  

（※２）白色申告を行った場合等は、2020年（又は2019年）の年間売上÷４  

（３）提出書類  

・申請にあたっては、季節性売上特例用の申請書（様式第１－２号）をお使いくだ

さい。 

・申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類を提出してく

ださい。 
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4. NPO法人・公益法人等特例  

（１）該当要件 
特定非営利活動法人、公益法人等（※3）であること（※4） 

※3：法人税法別表２に規定する公益法人等に該当する法人 

※4：月毎の収入を確認できない場合、申請要領「5 給付対象者（2）」については、「2021年の

１月から３月のいずれかの月」の収入と「対象月の属する事業年度の１事業年度前又は２事

業年度前から選択した年度（以下、基準年度という。）の月平均の収入」を比較するものと

します。 

（２）支給額の算定方法 
2020年（又は2019年）１月から３月の収入合計（※5）－2021年対象月の収入×３（※6） 

※5：月毎の収入が確認できない場合は、基準年度の年間事業収入を４で除して得た額とします。

ただし、2019 年 1 月から 2020 年 12 月までの間に公益法人等を開設した場合であっ

て、公益法人等を設立した年度を基準年とする場合は、基準年の年間事業収入を基準年の設

立後月数（公益法人等を設立した日の属する月から同年12月までの月数とし、公益法人等

を設立した日の属する月も、運営日数にかかわらず、1ヶ月とみなします）で除して得た額

に３を乗じて得た額とします。なお、特定非営利活動法人については、「公益法人等を設立

した」を「特定非営利活動法人の設立の認証を受けた」と読みかえてください。 

※6：収入については、寄附金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益

にあたる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入（国及び地方公共団体からの受

託事業による収入を含む。）のみを対象とします。 

ただし、以下の「寄付金等に関する要件」を満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、

受取助成金・補助金による収入（ただし、提出書類「基準年度の受取助成金・補助金の一

覧の写し及びそれぞれの額の確定通知書」として提出があったものによる）も算定に含め

ることができるものとします。 

（３）提出書類 
・申請にあたっては、NPO法人・公益法人等特例用の申請書（様式第1－３号）を
お使いください。 
・申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める書類に加えて、以下の書類を提出してく
ださい。 
①対象月の収入が確認できる書類（写し）（※7） 
②「履歴事項証明書（申請日から3ヶ月以内に発行されたものの写し）」又は「根
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拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等がされていること
が確認できる書類等（写し）」 
③基準年度の受取助成金・補助金（※8）の一覧（写し）及びそれぞれの額の確定
通知書（※9）（写し）（※10） 
④対象月及び基準年度の同月の月間の事業費支出額が確認できる書類（写し）（※10） 
⑤基準年度の事業報告書の「事業の実施に関する事項」（写し）（※10） 

※7：ただし当該書類を提出できないことについて、合理的な理由があるものと北九州市長が

認める場合には、対象月の月間事業収入については当該情報を記載した他の書類による

ことを認め、基準年度の同月の月間事業収入については基準年度の月平均の事業収入に

よることを認めます。 

※8：国・地方公共団体からの助成金･補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実

施費用に対するものに限ります。 

※9：額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写しを提出してください。 

※10：受取寄付金、受取助成金、補助金による収入を含めて申請額を算定する場合のみ提出

してください。 

・なお、申請要領「８ 申請に必要な書類」の「（２）確定申告書類の写し」については、
以下の①から⑤のうち該当するいずれかの書類を提出してください（※11）。 
①NPO法人：活動計算書（写し） 
②学校法人：事業活動収支計算書（写し） 
③社会福祉法人：事業活動計算書（写し） 
④公益財団法人・公益社団法人：正味財産増減計算書（写し） 
⑤その他、根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、収入が確認で
きるもの又はこれに類するもの（写し） 

※11：2019年 1月から３月まで及び2020年１月から３月までをその期間内に含むすべて

の事業年度分を提出してください。 

ただし、当該事業年度の年間事業収入が確認できるものを提出できないことについて、

合理的な事由があるものと北九州市長が認める場合には、当該事業年度の１事業年度前

の年間事業収入が確認できるもので代替することを認め、又は、当該事業年度の年間事

業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを

認めます。 
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「寄付金等に関する要件」 
① 提出書類「確定申告書の写し」において、寄附金等（受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合

計。以下同じ。）が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準年度の寄付金等の額を経常利益の額

で除した割合（※12）が 50％以上であること。 

② 対象月において、緊急事態宣言影響により、基準年度の同月と比べて、寄付金等及び事業収益の合計額

（以下、「特定事業収入」という。）（※13）が 50%以上減少していること（対象月及び基準年度の同月

の特定事業収入が確認できるものによる。）。 

③ 提出書類「対象月及び基準年度の同月の月間の事業費支出額が確認できる書類（写し）」において、対

象月について、以下のいずれかに該当すること 

（ア）緊急事態宣言の影響により、事業費支出（経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、

管理費に該当しないもの）（※14）が基準年度の同月と比べて減少していること。 

（イ）（ア）に該当しない場合であって、事業の性質上、緊急事態宣言の影響により、事業費支出を増加さ

せる必要がある等の特別の事業が認められること。 

④ 提出書類において、特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準年度の活

動実績があること（※15）。 

※12：2019 年 1 月から 2020 年 12 月の間に設立の認証を受けた法人の場合であって、設立の認証

を受けた年を基準年とする場合、①設立当初の事業年度の活動計算書がある場合は、当該活動計算

書における、寄付金等の額を経常収益の額で除した割合、②設立当初の事業年度の活動計算書がな

い場合は、ⅰ）認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書のうちいずれかの事業年度における、寄

付金等の額を経常収益で除して得た割合、及び、ⅱ）認証を受けた月から申請を行う日の属する月

の前月までの、寄付金等の額を経常収益の額で除して得た割合による。 

※13：2019 年 1 月から 2020 年 12 月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度

を基準年度とする場合、認証を受けた月から同年12 月までの月平均（認証を受けた日の属する月

も、運営日数にかかわらず 1ヶ月とみなす。）の特定事業収入による。 

※14：2019 年 1 月から 2020 年 12 月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度

を基準年度とする場合、認証を受けた月から同年12 月までの月平均（認証を受けた日の属する月

も、運営日数にかかわらず 1ヶ月とみなす。）の事業費支出額による。 

※15：2019 年 1 月から 2020 年 12 月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度

を基準年度とする場合であって、①設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告

書のうち「事業の実施に関する事項」の写し、②設立当初の事業年度の事業報告書がない場合は、

ⅰ）設立当初年度の事業計画書、及びⅱ）認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月まで

の活動状況が確認できる書類による。  
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5. 合併特例  

（１）該当要件  

2021年以降に、売上を比較する２つの月の間で合併を行った中小法人等であるこ

と（2020年以前に合併を行った場合、この特例は適用できません。ただし、

2019年1月から2020年12月までの間に合併した法人は、「2.新規開業特例」を

適用することができるものとします。）  

（２）支給額の算定方法  

＝合併前の各法人の2020年（又は2019年）１月から３月の売上合計  

－合併後の法人の対象月の売上×３  

（３）提出書類  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類を提出してくだ

さい。  

      なお、申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類について   

は、合併後の法人に係るものを基本としますが、「（２）確定申告書類の写し」に

ついては、合併前の各法人に係るものを提出してください。  
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6. 連結納税特例  

（１）該当要件  

連結納税を行っている中小法人等であること  

（それぞれの法人が支給要件を満たす場合、各法人ごとに申請ができるものとしま

す。）  

（２）支給額の算定方法  

申請要領に記載の算定方法と同じ。  

（３）提出書類  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類を提出してくだ

さい。  

なお、「（２） 確定申告書類の写し」については、当該書類に替えて、「連結法人

税の個別帰属額等の届出書（写し）」を提出してください。  
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7. 罹災特例  

（１）該当要件  

2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する事業者であ

ること  

（２）支給額の算定方法  

＝罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の1月から３月の売

上合計－2021年対象月の売上×３  

（３）提出書類  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類のほか、以下の

書類を提出してください。  

・罹災証明書等（写し）  

なお、「（２）確定申告書類の写し」については、2020年１月から３月までの

期間及び罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の1月から

同年３月までの期間の属するすべての事業年度に係るものを提出してください。  
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8. 法人成り特例  

（１）該当要件  

2021年以降に、売上を比較する２つの月の間で個人事業者から法人化した中小法

人等であること（2020年以前に法人化した法人及び法人化前の個人事業者が既に

支援金の支給を受けている場合、この特例は適用できません。ただし、2019年1月

から2020年12月までの間に法人化した場合については、「２.新規開業特例」を

適用することができるものとします）。  

（２）支給額の算定方法  

＝法人化前の2019年又は2020年１月から３月の売上合計 －法人化後の対象月の

売上×３  

ただし、給付額の上限額については、法人の設立年月日が2021年2月1日までであ

る場合には15万円を上限とし、2021年2月2日以降の場合には10万円を上限とし

ます。  

（３）提出書類  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類に加えて、以下

の書類を提出してください。  

      ・以下のア又はイのいずれかの書類  

ア 法人設立届出書（写し）  

（「設立の形態」欄において、「1個人企業を法人組織とした法人である場合」を  

選択しているもの）  

イ 個人事業の開業･廃業等届出書（写し）  

（「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人

名・代表者名が申請内容と一致しているもの）  

なお、申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類について

は、法人化後の法人に係るものを基本としますが、「（２）確定申告書類の写し」

については、法人化前の個人事業者に係るものを提出してください。  
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9. 事業承継特例  

（１）該当要件  

2021年以降に、売上を比較する２つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者等 

であること（2020年以前に承継を受けた場合、この特例は適用できません。 

ただし、2019年1月から2020年12月までの間に事業の承継を受けた場合に 

ついては、「２.新規開業特例」を適用することができるものとします）。  

（２）支給額の算定方法  

＝事業を行っていた者の2019年又は2020年の１月から３月の売上合計 －事業の

承継を受けた者の2021年対象月の月間売上×３  

（３）提出書類  

＜事業を行っていた者の死亡による事業承継でない場合＞  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類に加えて、以下

の書類を提出してください。  

・個人事業の開業・廃業等届出書（写し）（以下のすべての要件を満たすもの）  

-「届出の区分」で「開業」が選択されたもの  

- 2020年分の確定申告書に記載の住所･氏名からの事業の引継が行われているこ

とが明記されていること  

- 収受日が2021年5月１日以前であること  

-「開業･廃業等日」欄において、開業日が2021年1月１日から同年３月３１日の  

間であること  

- 収受日付印が押印（e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付）されてい

ること  

なお、申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類につい

ては、事業の承継を受けた者の名義に係るものを基本としますが、「（２）確定申

告書類の写し」については、事業を行っていた者の名義に係るものを提出してくだ

さい。   
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   ＜事業を行っていた者の死亡による事業承継の場合＞  

申請要領「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類に加えて、以下

の書類を提出してください。  

・個人事業の開業・廃業等届出書（写し）（以下のすべて要件を満たすもの）  

-「届出の区分」で「開業」が選択されたもの  

- 2020年分の確定申告書に記載の住所･氏名からの事業の引継が行われていること

が明記されていること  

-「開業･廃業等日」欄において、開業日が2021年1月１日から対象月の月末までの

間であること  

- 収受日付印が押印（e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付）されてい

ること  

・以下のアからエのうちいずれかの書類  

ア 所得税の青色申告承認申請書（写し）（以下のすべて要件を満たすもの）  

-「５相続による事業承継の有無」欄において、「有」を選択していること  

- 相続開始年月日が申請日以前であること  

- 被相続人の氏名が事業を行っていた者と氏名が一致していること  

- 収受日付印が押印（e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付）されている

こと  

イ 個人事業者の死亡届出書（写し）（以下のすべて要件を満たすもの）  

-「死亡年月日」欄が申請日以前であること  

-「参考事項欄」において、事業承継の有無を「有」としていること  

-「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致していること  

- 収受日付印が押印（e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付）されている

こと  

ウ 準確定申告書類の控え（写し）  

- 死亡年月日が申請日以前であること  
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- 氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されていること  

- 収受日付印が押印（e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付）されている

こと  

エ 医療機関が発行した死亡を証明する書類（写し）  

- 死亡年月日が申請日以前であり、死亡者の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致

していること  

なお、申請要「８ 申請に必要な書類」に定める（１）から（８）の書類については、事

業の承継を受けた者の名義に係るものを基本としますが、「（２） 確定申告書類の写し」

については、事業を行っていた者（死亡した者）の名義に係るものを提出してください。  


