
様式第１１【別紙２の２】

１．経費実績額

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費 (5)基準額

　 の収入 (1)-(2) 　 実支出額 　

円 円 円

(6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額 (9)補助金交付 (10)過不足額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し 　(7)×補助率 　 決定額 (9)-（8）

て少ない方の額 て少ない方の額

円 円 円

２．補助対象経費実支出額内訳

経費区分・費目・細分 金額(円) 積算内訳 資料番号

（記載例） ○○社見積書

業務費 PCB調査費計

事務棟

工場棟

足場設置・撤去費計

工場棟

合　計

購入した主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）

名称 仕様 数量 単価(円) 金額(円) 購入時期

注1　本内訳に、見積書又は計算書等を添付する。

注2　記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用する。

1,165,000

1,165,000

円 円

＊見積書との照合番号

中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
①PCB使用照明器具の有無に係る調査事業

経費所要額精算調書

円 1,165,000円

300,000

865,000

519,000

346,000

300,000

＜1＞

＜2＞

＜3＞

着色(薄黄色)部分のセルに記入してください。
無色部分は自動計算されます(記入・変更しないでください)。
交付申請時から変更がある部分は赤字とすること。

交付決定通知で案内した補助基本額

寄付金その他の収入がない場合、0円

交付決定通知で案内した補助金の額

対応する見積書の内訳番号を記入

高所作業車や足場を使用した場合

業者による値引きがあった場合、区分・費目に値引きと記載せず、値引き金額
を各費目に按分する『按分計算書』を作成し按分された金額を記載してくださ
い（按分計算は、端数のづれが発生しないよう切捨て・切上げ・四捨五入等の
命令を掛けてください）。
『按分計算書』は、本資料の後段に添付してください。

調査事業は、記入の必要はありません。

選定された業者名を記載

補助対象+補助対象外＝総事業費



様式第１１【別紙２の３】

１．経費実績額

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費 (5)基準額

　 の収入 (1)-(2) 　 実支出額 　

円 円 円

(6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額 (9)補助金交付 (10)過不足額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し 　(7)×補助率 　 決定額 (9)-（8）

て少ない方の額 て少ない方の額

円 円 円

２．補助対象経費実支出額内訳

経費区分・費目・細分 金額(円) 積算内訳 資料番号

（記載例） ○○社見積書

設備費 LED照明計

LED照明①

LED照明②

工事費

本工事費

労務費 労務費計

LED照明①

LED照明②

現場管理費 現場管理費計

LED照明①

LED照明②

合　計

購入した主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）

名称 仕様 数量 単価(円) 金額(円) 購入時期

注1　本内訳に、見積書又は計算書等を添付する。

注2　記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用する。

2,431,600

100,000

1,985,600

346,000

円 円

＊見積書との照合番号

中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
②PCB使用照明器具をLED照明に交換を行う事業

経費所要額精算調書

円 2,431,600円

1,986,600

1,336,600 ＜1＞

650,000 ＜2＞

346,000 ＜3＞

232,734

113,266

100,000

67,264

32,736

＜4＞

着色(薄黄色)部分のセルに記入してください。
無色部分は自動計算されます(記入・変更しないでください)。
交付申請時から変更がある部分は赤字とすること。

交付決定通知で案内した補助基本額

寄付金その他の収入がない場合、0円

交付決定通知で案内した補助金の額

対応する見積書の内訳番号を記入

・業者による値引きがあった場合、区分・費目に値引きと記載せず、値引き金額を各費目に按
分する『按分計算書』を作成し按分された金額を記載してください（按分計算は、端数のづれ
が発生しないよう切捨て・切上げ・四捨五入等の命令を掛けてください）。
・見積書の設備費に補助対象外を含んだ場合、補助対象の金額のみを記載してください（労務
費・現場管理費なども按分計算し、補助対象の金額を記載してください）。
『按分計算書』は、本資料の後段に添付してください。

『様式第10 取得財産等管理台帳参照』と記載ください。
台帳と同一情報となりますので、台帳で確認します。

選定された業者名を記載

労務費・現場管理費などは、品番ごとの
設備費金額で按分し、品番ごとに分けて
記入

設備費は照明器具品番ごと
に分けて記入

補助対象+補助対象外＝総事業費



様式第１１【別紙２の４】

１．経費実績額

①【PCB使用照明器具の有無に係る調査事業】

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費 (5)基準額

　 の収入 (1)-(2) 　 実支出額 　

円 円 円 円

(6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額 (9)補助金交付 (10)過不足額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し 　(7)×補助率 　 決定額 (9)-（8）

て少ない方の額 て少ない方の額

円 円 円

(1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費 (5)基準額

　 の収入 (1)-(2) 　 実支出額 　

円 円 円 円

(6)選定額 (7)補助基本額 (8)補助金所要額 (9)補助金交付 (10)過不足額

(4)と(5)を比較し (3)と(6)を比較し 　(7)×補助率 　 決定額 (9)-（8）

て少ない方の額 て少ない方の額

円 円 円

円

２．補助対象経費実支出額内訳

経費区分・費目・細分 金額(円) 積算内訳 資料番号

＊調査事業

調　査　合　計

＊交換事業

交　換　合　計

購入した主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）

名称 仕様 数量 単価(円) 金額(円) 購入時期

注1　本内訳に、見積書又は計算書等を添付する。

注2　記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用する。

中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
③PCB使用照明器具の有無に係る調査及びPCB使用照明器具をLED照明に交換を行う事業

経費所要額精算調書

円

円

②【PCB使用照明器具をLED照明に交換を行う事業】

円

＊見積書との照合番号

円

補助金所要合計額　①(8)＋②(8)

＊見積書との照合番号

着色(薄黄色)部分のセルに記入してください。
無色部分は自動計算されます(記入・変更しないでください)。
交付申請時から変更がある部分は赤字とすること。

【別紙2の2】調査事業(記入サンプル)を参考にしてください

【別紙2の3】交換事業(記入サンプル)を参考にしてください

【別紙2の2】調査事業(記入サンプル)を参考にしてください

【別紙2の3】交換事業(記入サンプル)を参考にしてください

【別紙2の3】交換事業(記入サンプル)を参考にしてください


