
個人なら100万円法人なら200万円

【持続化給付金ガイド】



今日の話の順番

① 持続化給付金とは？
② 知っておくと安心なポイント
③ 誰がもらえるの？（個人編と法人編）
④ いくらもらえるの？
⑤ どうすればもらえるの？（個人編と法人編）

※説明欄に目安の時間が書いてあります



申請画面入力ガイドもあります
※下の説明欄にリンクをはっておきます



➀ 持続化給付金とは？

• 個人事業家が、最大100万円もらえます

• 法人（会社とか）が、最大200万円もらえます

ちなみにもらった年度の収入として課税の対象になります



② 知っとくと安心なポイント

• 申請の受付は2021/01/15までです

• 予算は確保すると思われます

• 書類を間違えても直せば大丈夫です

（不備と言って、一発アウトではないです）



② 知っとくと安心なポイント

• 変更されることがあります（今までにもありました）

• なので電話で何と言われても新情報をみてください

• 情報に惑わされないでください

• 特に「これで大丈夫だったぜ」系の情報

↑これは経産省の単なるミスの可能性が高いです



③ 誰がもらえるの？（個人編）

• 2019年分を事業所得で確定申告した事業者

• 2020年のある月の売上が50％以下になっている

今の持続化給付金（現制度と呼びます）
※このガイドは、基本的に「現制度」のお話です



③ 誰がもらえるの？ （個人編）

• 2019年分を給与所得や雑所得で確定申告した
事業性のある方も対象です（本業の人だけ）

• 2020年に開業した事業者も対象になります

（2020/6/3現在の情報です）

新しい持続化給付金（新制度と呼びます）



ココに書いてた人

だけが対象

（現制度では）

2019年分を事業所得で確定申告したとは？

ココに書いてた人も

新制度では対象



コッチの金額が「事業収入」

一年間の収入の合計です

（経費を引く前の金額です）

今回申請に使うのはコッチだけ

ちなみに「事業所得」と「事業収入」とは

正確に言うと

コッチが「事業所得」です

「事業収入」から

経費とかを引いた金額

なので、ココが“マイナス（赤字）”

でも持続化給付金の金額には

まったく関係ないです



ちなみに・・・

収入は、

“事業所得で確定申告“と”雑所得で確定申告“

のどちらでも、税金の法律上はOKです



ちなみに・・・

でも、「持続化給付金の現制度」

では事業所得だけが対象です

“雑所得で申告した人”は、あとで話す

「修正申告」

というのを検討してみてください



ちなみに・・・

それから、

”事業の収入“なのに

“書くところを間違えて給与所得で申告した人”

も、あとで話す

「修正申告」

というのを検討してみてください



2020年のある月の売上が50％以下になっているとは

• 使うのは2020年のどの月でもいいです

• その月のことを「対象月20」と呼ぶことにします

• 「対象月20」の月間事業収入が、2019年のある月

（「対象月19」と呼ぶ）と比べて50％以下に減収

※現制度では「事業収入」以外の数字はまったく出てこないので
「対象月19や20」の中に給与収入があっても関係ないです



「対象月19」は、２パターンあります

パターンA

• 青色申告の人で、月別の売上帳がある人

パターンB

• 青色申告の人で、月別の売上帳が無い人

• 白色申告の人



パターンA
青色申告

（青色申告決算書）

の人の中で

2ページ目の

月別売上帳に

金額が書いてある人

300,000
100,000
300,000
100,000

100,000
300,000

300,000
100,000

100,000
300,000

300,000
100,000

2400 000



パターンAの人は

「対象月20」のちょうど1年前の月が

「対象月19」になります

（2020年4月を「対象月20」に選ぶなら

「対象月19」は2019年4月になります）

※パターンAの人はパターンBの計算方法を選ぶこともできます



パターンB

白色申告

（収支内訳書）

の人と



パターンB
青色申告

（青色申告決算書）

の人の中で

2ページ目の

月別売上帳に

金額が書いてない人



パターンBの人は

「2019年の年間事業収入」

を12で割った金額が

「対象月19」の事業収入

になります

もしここが2,400,000円なら

2,400,000÷12＝200,000円です

2 400 000



確認します



パターンBの人は

「2019年の年間事業収入」を12で割った金額が

「対象月19」の事業収入になります

パターンAの人は

「対象月20」のちょうど1年前の月の事業収入が

「対象月19」の事業収入になります



2020年のうちに

「50％以下に減収してる月」

がひとつでもあったら持続化給付金がもらえます

「対象月20」と「対象月19」の事業収入を比べてみて

※「50％以下」っていうのは「ピッタリ50％」もOKです



300,000
100,000
300,000
100,000
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100,000
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300,000
100,000

2400 000

もし「対象月20」（4月だとします）

の収入が60,000円だったら

（2020年の中で4月の売上が最小とする）

パターンAの人はパターンBの計算方法を選ぶこともできます

パターンBの「対象月19」の計算

2,400,000÷12＝200,000を使えば

50％以下になります

パターンAの「対象月19」と比べても

50％以下にならないけど



300,000
100,000
300,000
100,000

100,000
300,000

300,000
100,000

100,000
300,000

300,000
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2400 000

「対象月20」（4月）の収入が60,000円

パターンB

2,400,000÷12＝200,000

200,000×50％＝100,000

60,000円の方が小さい

パターンA

100,000×50％＝50,000

60,000円の方が大きい



③ 誰がもらえるの？（法人編）

• 資本金などが10億円未満の中小法人等
（定められていない場合は常時使用する従業員2,000人以下）

• 医療法人、農業法人、NPO法人なども対象

• 2020年のある月の売上が50％以下になっている



③ 誰がもらえるの？ （法人編）

この5つは対象外です



2020年のある月の売上が50％以下になっているとは

• 使うのは2020年のどの月でもいいです

• その月のことを「対象月20」と呼ぶことにします

• 「対象月20」の月間事業収入が、ちょうど1年前の
2019年の月（「対象月19」と呼ぶことにします）の
月間事業収入と比べて50％以下に減収



「対象月19」の月間事業収入は

「法人事業概況説明書」

の2ページ目にある

「月別の売上高等の状況」

欄の金額と一致するはず
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1,000

1,000
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3,000
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24,000
「法人事業概況説明書」

は添付が必要な書類です



2020年のうちに

「50％以下に減収してる月」

がひとつでもあったら持続化給付金がもらえます

「対象月20」と「対象月19」の事業収入を比べてみて

※「50％以下」というのは「ピッタリ50％」もOKです



④ いくらもらえるの？

基本の計算式はこうなってます

持続化給付金の金額（S）＝

2019年の年間事業収入（A)－

「対象月20」の月間事業収入（B)×12
※10万円未満も切り捨てではなくなりました

（初期のころに申請した方は、あとから差額がもらえるはずです）



まずはこの条件を確認しましょう

「対象月20」の月間事業収入が
「対象月19」の月間事業収入の

50％以下になっているか？



たとえば



共通の数字を先に確認します

個人の「2019年の
年間事業収入（A)」

というのは
ココの金額です

3 6 0 0 0 0 0

※先ほどの例とは
違う数字にします



共通の数字を先に確認します

法人の「2019年の
年間事業収入（A)」

はココの金額
と一致します

（3,600,000円とする）

※先ほどの例とは
違う数字にします

300
100
300
400

100
300

300
400

400
300

300
400

3,600



「個人のパターンA」と「法人」の計算例

2019年の年間事業収入（A)＝3,600,000

「対象月20」（仮に4月）の月間事業収入（B)＝100,000

「対象月19」（これも4月）の月間事業収入＝400,000

400,000×50％＝200,000≧100,000 →条件はクリアー



「個人のパターンB」の計算例

2019年の年間事業収入（A)＝3,600,000

「対象月20」（仮に4月）の月間事業収入（B)＝100,000

「対象月19」の月間事業収入＝3,600,000÷12＝300,000

300,000×50％＝150,000≧100,000 →条件はクリアー



個人の場合は



3,600,000 － 100,000 ×12 ＝ 2,400,000

• ここが100万円以下ならその金額
• 100万円を超えるなら上限の100万円

2019年の
年間事業収入（A)

「対象月20」の月間事業収入（B)

単純な掛け算



法人の場合は



3,600,000 － 100,000 ×12 ＝ 2,400,000

• ここが200万円以下ならその金額
• 200万円を超えるなら上限の200万円

2019年の
年間事業収入（A)

「対象月20」の月間事業収入（B)

単純な掛け算



実際の「対象月20」の探し方

「個人のパターンA」と「法人」の場合

その月の収入が「対象月19」（1年前）の50％以下か確認

持続化給付金の金額を計算してみる

まず2020年の中でいちばん収入が少ない「対象月20」を探す



上限金額（100または200）万円にいってたら申請する

実際の「対象月20」の探し方

「個人のパターンA」と「法人」の場合

上限金額にいってなかったら12月まで様子をみる

12月まで待てない人はどこかの月を使って申請する



まず2020年の中でいちばん収入が少ない「対象月20」を探す

実際の「対象月20」の探し方

「個人のパターンB」の場合

その月の収入が「対象月19」（12分の1）の50％以下か確認

持続化給付金の金額を計算してみる



上限金額（100万円）にいってたら申請する

実際の「対象月20」の探し方

「個人のパターンB」の場合

上限金額にいってなかったら12月まで様子をみる

12月まで待てない人はどこかの月を使って申請する



申請画面入力の予習をしておこう



2019年の年間収入合計額（A）

「対象月20」

「対象月20」の月間事業収入（B)

「対象月19」の金額について

「個人のパターンBの人」

は気をつけてくださいね

※「対象月20」の翌月にならないと

申請の入力ができません



⑤ どうすればもらえるの？（個人編）

• 書類をそろえる
• （基本的に）オンラインで申請する



書類をそろえる

• 2019年の確定申告書（その人による）
• 「対象月20」の売上台帳（カンタン）
• 本人確認書類（カンタン）
• 口座情報（カンタン）



2019年の確定申告書

• 事業所得で申告してて
• 申告書の控にハンコとかがある人

は、すっごくカンタンです



Ⅰ 事業所得

2019年分の確定申告書

Ⅱ 給与所得

Ⅲ 雑所得



Ⅰ 事業所得で確定申告した人

申告書の控にハンコが押してありますか？
あればそのまま申請しましょう



“控”のハンコについて



ハンコってこんなのです

税務署の

収受印は

マニュアルにOK

と書いてあります



電子申告の場合

「受信通知」も

マニュアルにOK

と書いてあります

※申請する時に

この用紙も一緒に添付します



電子申告の場合

このパターンは

OKの人が出ています
（時間がかかるかもです）

※申請する時に

この用紙も一緒に添付します



電子申告の場合

このパターンもOKの人が出ています
（時間がかかるかもです）



青色申告会や自治体のハンコ

このパターンは

「時間がかかるかも」

と書いてあります



ここまでのパターンなら申請してみましょう

もし「不備です」と言われても

「納税証明書」という切り札があります



納税証明書（その２）

とは

こんな書類です

※説明欄にダウンロードのリンクをはっておきます

※市役所とかではなくて税務署でもらいます



その２に✔マーク

申告所得税（上の方）に

✔マーク

その他に✔マーク

事業所得金額に✔マーク

令和元年分

自 元年1月1日

至 元年12月31日

✔

✔

✔

✔



ちなみに

これは違います
（もともと薄く印刷してある）

コレの人は

納税証明書（その２）をとってください



Ⅱ 雑所得や給与所得（事業性あり）で
確定申告をした人

6月中旬スタート予定の新制度を待ちましょう
（2020/6/3時点で詳細は不明）



Ⅲ 給与所得で確定申告した人

源泉徴収表じゃない（支払調書だった）のに
間違えて給与所得の欄に書いた（入力した）人は

事業所得に修正申告しましょう



「対象月20」の売上台帳

• 「あなたのことを信じます」というスタンス
• 発生した月でカウントします
• 事業収入以外はカウントしません
• 「対象月20」の分だけでOKです
• 自作OKです（教科書どおりをオススメ）



「あなたのことを信じます」というスタンス

• 収入の根拠（請求書とか）はいりません
• キャンセルになった根拠もいりまえん
• 心配な人は書いておいてください
• 信じてくれてるだけに・・・



発生した月でカウントします

• “仕事をしたのが何月か？“です
• 4月請求の5月入金だったら4月分です



事業収入以外はカウントしません

• 源泉所得税の還付金
• 金融機関や誰かから借りたお金
• キャンセルなどによる経費の返金
• 給料（給与所得）の振込

（通帳に「給料」と印字されていても
源泉徴収票か支払調書かで判断してください）



「対象月20」だけの自作の売上台帳

あちらも大混乱しています

しばらく続くと思います

なるべく“教科書通り“で、

なおかつ”わかりやすく”作りましょう



たとえば・・・

オーソドックス

なスタイル



たとえば・・・

行なんか

はみ出てOK

こんなのも

OK 月の合計は書いてください



たとえば・・・

収入が

ゼロ

ならこれでOK



本人確認書類



口座情報



口座情報



口座情報

画面キャプチャー

や

スクショでOKです



オンラインで申請する

• PCやスマホからできます
• 書類とかは写メでも送れます
• オンラインが難しい人は、サポート会場も

だいぶ始まってきています



⑤ どうすればもらえるの？（法人編）

• 書類をそろえる
• （基本的に）オンラインで申請する



書類をそろえる

• 「対象月19」が属する年度の確定申告書等
• 「対象月20」の売上台帳
• 口座情報



「対象月19」が属する年度の確定申告書等

• 確定申告書別表一の控（1枚）
• 法人事業概況説明書の控（2枚とも）

※決算期変更などがある場合は顧問税理士に確認してください



税理士事務所と
契約している法人は

聞けばすぐにわかります



確定申告書の控にはハンコ等が必要です



電子申告の場合

「受信通知」

も添付します

「日時」と

「番号」

があれば

省略OK



「対象月20」の売上台帳

• 「あなたのことを信じます」というスタンス
• 発生した月でカウントします
• 事業収入以外はカウントしません
• 「対象月20」の分だけでOKです
• 自作OKです（教科書どおりをオススメ）

※顧問税理士に相談すれば対応してくれると思います



「あなたのことを信じます」というスタンス

• 収入の根拠（請求書とか）はいりません
• キャンセルになった根拠もいりまえん
• 心配な人は書いておいてください
• 信じてくれてるだけに・・・



発生した月でカウントします

• “仕事をしたのが何月か？“です
• 4月請求の5月入金だったら4月分です



事業収入以外はカウントしません

• 金融機関や誰かから借りたお金
• キャンセルなどによる経費の返金



「対象月20」だけの自作の売上台帳

あちらも大混乱しています

しばらく続くと思います

なるべく“教科書通り“で、

なおかつ”わかりやすく”作りましょう



たとえば・・・

オーソドックス

なスタイル



たとえば・・・

行なんか

はみ出てOK

こんなのも

OK 月の合計は書いてください



たとえば・・・

収入が

ゼロ

ならこれでOK



口座情報



口座情報



口座情報

画面キャプチャー

や

スクショでOKです



オンラインで申請する

• PCやスマホからできます
• 書類とかは写メでも送れます
• オンラインが難しい人は、サポート会場も

だいぶ始まってきています

申請画面入力ガイドもあります
※下の説明欄にリンクをはっておきます



おつかれさまでした
これで準備完了です
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