中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 5 号（イ）認定書について
１． 認 定要 件
次の いず れに も該 当する 中小 企業 者が 対象と なり ます 。
(1)国が 指定し た業 種 で ある こと 。
(2)売上高等 が減 少し てい るこ とに関 する要 件 を 満た して いるこ と。
［ 単一 事業 者の 場合 ］（ 申請 書： 様式第 ５－イ －① ）
・営ん でい る事 業が 指定業 種 で ある こと 。
・ 最近 ３か 月間 の売 上高等 が、 前年 同期 より５ ％以 上減 少し ている こと 。
［ 兼業 者の 場合 ］
① 要件 １ （ 申請 書： 様式第 ５－ イ－ ① ）
営んで いる 事業 が属 する細 分類 業種 が全 て指定 業種 であ るこ とが 確 認で
き る場 合は 、企 業全 体につ いて 、最 近３ か月間 の売 上高 等が 前年同 期よ
り５％ 以上 減少 して いるこ と。
②要件 ２（ 申請 書： 様式第 ５－ イ－ ②）
上記要 件１ に該 当し ない場 合で あっ て、 営んで いる 複数 の事 業のう ち、
主たる 事業 が指 定業 種であ るこ とが 確認 でき、 主た る業 種及 び企業 全体
の最近 ３か 月間 の売 上高等 が、前年 同期 より５ ％以 上減 少し ている こと 。
③要件 ３（ 申請 書： 様式第 ５－ イ－ ③）
上記要 件２ に該 当し ない場 合で あっ て、 以下の いず れを も満 たす場 合。
・ 指定 業種 の最 近３ か月間 の売 上高 等が 前年同 期よ り減 少し てい る こと
・ 企業 全体 の最 近３ か月間 の前 年同 期の 売上高 等に 対す る、 指定業 種の
最近 ３か 月間 の売 上高等 の前 年同 期か らの減 少額 の割 合が ５％以 上で
あるこ と。
・ 企業 全体 の最 近３ か月間 の売 上高 等が 前年同 期よ り５ ％以 上減少 して
いるこ と。
※最近 ３か 月間 は、 申請月 を含 めて 過去 ５か月 間以 内の 連続 した３ か月 間
２ ．対 象中 小企 業者
・ 個人 事業 者の 場合
事 業実 態の ある 事業所 （店 舗等 ）が 伊丹市 内に ある 事業 者
・法 人 の 場合
登 記上 の住 所地 又は事 業実 態の ある 事業所 が伊 丹市 内に ある事 業者

３ ．提 出書 類
① 認定 申請 書 （ 様式 第５ -（ イ）） １ 部
② 売上 高 申 告書 １ 部
③各月 売上 高等 を確 認でき るも の（ 試算 表、売 上台 帳等 ）１ 部
④直 近分 の 確 定申 告書の 写し 【 個 人事 業者の 場合 】 １ 部
⑤ 直近 分の 決算 書の 写し 【 法人 の 場 合】 １部
⑥ 履歴 事項 全部 証明 書の写 し【 法人 の場 合】１ 部
⑦ 許認 可証 の写 し 【 許認可 を必 要と する 業種の 場合 】 １ 部
⑧ 委 任状 【 代 理の 方が来 られ る 場 合】 １部
※上 記① ② ⑧ は伊 丹市ホ ーム ペー ジよ りダウ ンロ ード でき ます。
４．認 定書 の発 行
・ 認定 書が 複数 枚必 要な場 合は 、そ の枚 数分を ご提 出く ださ い。
・認定 基準 に合 わな い場合 や 書 類不 備等 がある 場合 など は、認定で きま せん 。
５．有 効期 間
認定 書の 有効 期間 は３０ 日で す。 有効 期間内 にセ ーフ ティ ネット 保証 の申 込
みを行 って くだ さい 。
６． 申 込・ 問 い 合 わ せ先
伊丹 市千 僧１ 丁目 １番地
伊丹市 都市 活力 部産 業振興 室 商 工労 働課 （市庁 舎６ 階）
TEL： 072(784)8047 FAX： 072(784)8048

