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事業再構築補助金の概要

補助金額最大１億円の大型補助金

６つの枠と５類型から申請内容を判断

事業再構築補助金は、コロナ対策の施策の１つ

事業再構築補助金には３次公募から６つの枠が

として 2021 年に新設された補助金制度である。要

設けられており、申請にあたってはこのうち１つ

件を満たせば補助額は最大１億円、しかも建物の

を必ず選択しなければならない。

建設費も補助対象となるとあって、今年最も注目
を集めている制度といえる。
この事業の目的は、公募要領の冒頭に次のよう
に記載されている。

一般的な企業が申請しやすい「通常枠」は、３
次公募から企業規模により補助上限額が分けられ
るようになった。また、緊急事態宣言の影響を受
けた企業が対象となるため飲食店などサービス業

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

の応募が多い「緊急事態宣言特別枠」は、補助上

し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、

限額は低いものの、補助率や採択率で優遇されて

ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社

いる。もちろん製造業でも、業績悪化が緊急事態

会の変化に対応するために新分野展開、業態

宣言の影響を受けたものであれば申請は可能だ。

転換、事業・業種転換、事業再編又はこれら

そのほかの４類型については、賃上げや従業員

の取組を通じた規模の拡大等、思い切った事

数、付加価値額などで高い目標が設定されており、

業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を

そのかわり補助金額や補助率で優遇される制度に

支援することで、日本経済の構造転換を促す

なっている。しかし、達成できない場合は補助金の

ことを目的とします。

返還を求められることもあるので、現実路線で目標

つまり、コロナの影響を乗り越えるために思い

設定をして、確実に実行していく必要があるだろう。

切ったチャレンジをする企業が補助対象になる。

続いて類型については、すべての枠の最初の要

さて、この制度は４月締切りの１次公募、７月

件として『事業再構築指針に示す「事業再構築」

締切りの２次公募までは「通常枠」
「緊急事態宣言

の定義に該当する事業であること』と定義されて

特別枠」を中心とした比較的シンプルな構成だっ

いる。この指針については公募要領とは別に用意

たが、９月締切りの３次公募からは新たな枠が新

されている「事業再構築指針の手引き」を参考に

設されたほか、要件もかなり複雑になってしまっ

して、５類型の中から自社の取組み内容に最も近

た。本章では、一般の企業の申請が最も多いと思

いものを選ぶことになる。この類型選択も案外難

われる通常枠を中心に解説している。記載内容は

しいので、29 ページのワークのチャートを活用し

すべて３次公募の公募要領に基づいており、公募

て自社に適した類型を選定してほしい。

の回が進めば内容も変更が出る可能性もある。申
請に当たっては、必ず最新の公募要領をもとにし

事業再構築指針の手引き：https://jigyou-saikouchiku.
go.jp/pdf/shishin̲tebiki.pdf

てご準備いただければと思う。
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事業再構築補助金の枠と類型の確認

■事業再構築補助金の枠
枠

概略

補助金額

補助率

通常枠

新分野展開や業態転換、事業・ 中小企業者等、中堅企業等ともに
業種転換等の取組、事業再編又 【従業員数 20 人以下】
はこれらの取組を通じた規模の 100 万円〜 4,000 万円
拡大等を目指す中小企業等の新 【従業員数 21 〜 50 人】
たな挑戦を支援
100 万円〜 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】
100 万円〜 8,000 万円

大規模賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら、 中小企業者等、中堅企業等ともに 中小企業者等 2/3
継続的な賃金引上げに取り組む 【従業員数 101 人以上】
（6,000 万円を超える部分は 1/2）
とともに、従業員を増やして生 8,000 万円超〜１億円
中堅企業等 1/2（4,000 万円を超
産性を向上させる中小企業等の
える部分は 1/3）
事業再構築を支援

卒業枠

事業再構築を通じて、資本金又 中小企業者等：
は従業員を増やし、３年〜５年 6,000 万円超 〜 1 億円
の事業計画期間内に中小企業者
等から中堅・大企業等へ成長す
る中小企業者等が行う事業再構
築を支援

中小企業者等 2/3

グローバル V 字回復枠

事業再構築を通じて、コロナの 中堅企業等：
影響で大きく減少した売上を V 8,000 万円超 〜 1 億円
字回復させる中堅企業等を支援

中堅企業等 1/2

緊急事態宣言特別枠

令和３年の国による緊急事態宣 中小企業者等、中堅企業等ともに 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
言発令により深刻な影響を受け、
【従業員数５人以下】
早期に事業再構築が必要な飲食 100 万円 〜 500 万円
サービス業、宿泊業等を営む中 【従業員数６〜 20 人】
100 万円 〜 1,000 万円
小企業等に対する支援
【従業員数 21 人以上】
100 万円 〜 1,500 万円

最低賃金枠

最低賃金引上げの影響を受け、 中小企業者等、中堅企業等ともに 中小企業者等 3/4
その原資の確保が困難な特に業 【従業員数５人以下】
中堅企業等 2/3
況の厳しい中小企業等が取り組 100 万円 〜 500 万円
【従業員数６〜 20 人】
む事業再構築に対する支援
100 万円 〜 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】
100 万円 〜 1,500 万円

中小企業者等 2/3
（6,000 万円を超える部分は 1/2）
中堅企業等 1/2（4,000 万円を超
える部分は 1/3）

■事業再構築補助金の類型と申請要件（事業再構築指針の手引きより）
事業再構築の類型

必要となる要件

新分野展開

①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高 10% 要件

事業転換

①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業種転換

①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業態転換

製造方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、②製品の新規性要件、④売上高 10% 要件

事業再編

①組織再編要件、②その他の事業再構築要件

要件名

申請に当たってお示しいただく内容

製品等
（製品・商品等）
の新規性要件

①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、

提供方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、③商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、④売上高 10% 要件

市場の新規性要件

既存製品等と新製品等の代替性が低いこと

売上高 10% 要件

新たな製品等の
（又は製造方法等の）売上高が総売上高の 10% 以上となること

売上高構成比要件

新たな製品等の属する事業
（又は業種）が売上高構成比の最も高い事業（又は業種）となること

製造方法等の新規性要件

①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること、

設備撤去等要件

既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの

組織再編要件

「合併」
、
「会社分割」
、
「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと

その他の事業再構築要件

「新分野展開」
、
「事業転換」
、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと
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申請要件の確認

事業再構築補助金には複雑な申請要件があり、

業診断士等の士業など、国が認めた機関が登録さ

一見しただけではわかりづらく感じるかもしれな

れている。補助金申請額 3,000 万円以上の場合は金

い。しかし冷静に公募要領を紐解けば、①事業再

融機関による支援が必須となる。支援を受けられ

構築指針に合致した取組みを行うこと、②認定経

れば申請時に必要となる「確認書」を発行してく

営革新等支援機関（以下「認定支援機関」という）

れるので、申請時に添付しよう。

とともに計画を策定すること、③付加価値額が年
３％以上増加すること、④売上が一定の基準以上
減っていることの４点に集約されることがわかる。

要件③

付加価値額が年３％以上増加

事業計画で目標となる数値計画のうち、付加価

ここでは通常枠に申請する場合を例に、４要件を

値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）
が基準年と

見ていこう。

比較して年３％以上増加する事業計画でなければ、

要件①

事業再構築指針に合致していること

まずは自社がどのような取組みを行うかによっ
て、申請する「類型」を決定する。この類型は 27

申請要件を満たさない。期待値の高い事業計画を
立案し、実行することが肝要だ。
要件④

売上減少要因

ページで解説した「事業再構築指針」の５類型の

コロナ後の売上がコロナ以前に比べて減少して

ことで、
「新分野展開」
「事業転換」
「業種転換」
「業

いるかをチェックする。応募回のたびにルールが

態転換」
「事業再編」のいずれか１つを選ぶ必要が

変更されているが、本項では第３回募集の公募要

ある。ここでは振り分けが明確な「事業再編」を

領に沿って説明した。回が進めば対象月などに変

除く４類型について解説する。

更が出ると思われるので読み替えて進めてほしい。

まずは 27 ページのワークで、各類型で求められ

基本的にコロナ以前の売上とは 2019 年１月から

る要件を再確認してほしい。それでもわかりにく

2020 年３月まで、コロナ後の売上は 2020 年４月以

いと思うので、続いて右ページのワークに進み、申

降を意味する。原則として、コロナ前後の連続す

請予定の事業内容について１項目ずつ確認してい

る６カ月を選択し、その中から任意の３カ月
（連続

こう。各フローのチェック項目がすべて当てはま

していなくてよい）の合計売上高が 10％以上減少

れば YES に進み、１つでも該当しないものがあれ

していれば要件を満たすものとされている。しか

ば NO に進む。この結果、自社の申請が該当する

しながら、2020 年４月〜９月の数値を採用した企

類型を簡単に判定いただくことができる。

業は 2020 年 10 月以降の６カ月で５％以上減少す

要件②

認定支援機関とともに計画を策定

事業再構築計画は、国が認めた認定支援機関と
一緒になって事業計画を策定する。認定支援機関

ることも同時に求められるほか、売上以外にも付
加価値額でも代替えできるルールが追加されてい
る。具体的には 30 〜 31 ページのワークに書き込
みながら確認していこう。

は商工会議所・商工会のほか、金融機関、中小企
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類型要件を確認

■どの類型に当てはまるかを確認しよう
１つでも NO

製品に新規性がある
全て
YES

□ 過去に製造したことがない
□ 主要設備を変更する
□ 定量的に性能が異なる

１つでも NO

市場に新規性がある

□ 売上に代替え性がない
□ 既存事業とシナジー効果がある
□ 新たな顧客へ展開する

YES

新事業の売上割合が最大になる

YES

主たる業種が変わる

NO

新事業売上が
10％以上

□ 日本の産業分類
の大分類が変更
される

業種転換

NO

新事業売上が 10％以上

１つでも NO

YES

YES

□ 過去に同じ方法で製造していない
□ 加工設備が変更される
□ 定量的に性能が異なる

申請不可

全て
YES

NO

製造方法に新規性がある

NO

YES

事業転換

新分野展開

■類型要件への適合をチェックしよう

業態転換

❶自社の類型であてはまるものは破線をなぞる

製造実績がない
製品の新規性

主要設備を変更する
定量的に性能が異なる

市場の新規性

売上代替え性が低い＊１

売上占有率

終了時点の売上

製造方法

最大

10％以上

主要整備が変更
製造方法が異なる
大分類
産業分類変更

中・細分類
なし
❷当てはまるものだけを、どのような変化があるかを
比較しながら表現してみよう
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