
様式第１

公益財団法人高知県産業振興センター理事長　   ○○　○○      　様

内訳

申請者（中小企業者）　　　　　　　　　　 　　円

申請者（農林漁業者）

申請者 (農林漁業者）

平成○○年○○月○○日

申請者 (中小企業者）

住　　所 高知市○○町○○丁目○○番地○

名　　称 株式会社　高知商事

代表者
職・氏名

高知　太郎 印

電　　話 088-○○○‐○○○○

住　　所 高知市○○乙○○○○

名　　称 株式会社　高知農園

代表者
職・氏名

高知　次郎 印

773,331円

333,333円

電　　話 088－○○○‐○○○○

平成28年度農商工連携販路拡大等支援事業費助成金交付申請書

　上記助成金の交付について、こうち農商工連携基金事業費助成金交付要領第９条第１項
の規定に基づき、別紙の助成事業計画書を添えて申請します。

助成金申請額 1,106,664円

（備考）
 １ 
「申請者」には、計画を実施するすべての中小企業者及び農林漁業者を列記すること。
 ２ 
用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とし、記名押印については、氏名を自署する場合、押
印を省略することができる。

（添付資料）
　①過去2年間の貸借対照表、損益計算書等
　（ない場合は、最近１年間の事業内容等を記載した書類）
　②登記簿謄本 （※個人の場合は、住民票）
　③会社案内等事業概要が確認できるパンフレット
　④完納証明書 ( 県税 )未納がないこと
　⑤その他、必要に応じて参考資料等を求める場合があります。

記 載 例 

法人の場合は、会社の代表者印を押印してください。  



様式第１（別紙１）

〒 －

：

（注）次の算式を明記すること。

助成金所要額　－　消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額等　＝　助成金額

=

（注）中小企業者、農林漁業者毎に作成し記載すること。

展示会等出展事業

内容 ： 国内産○○を使った家庭用○○ピューレのPR・販路拡大

必要性
輸入○○を原材料にした商品が多く国産○○品種を活用し
た本格家庭用○○ピューレは現状販売されていないため本
事業でPR・販路拡大を行い潜在的なニーズを掘り起こす

（３）事業に要する全経費、助成対象経費及び助成金交付申請額（単位：円）

事業区分 事業に要する全経費 助成対象経費 助成金交付申請額

（４）助成事業完了予定期日

製品改良事業 410,400 380,000 253,332

展示会等出展事業 734,400 680,000 453,333

合計 1,144,800 1,060,000 706,665

763,198 - 56,533

製品改良事業

内容 ：
既存の○○ピューレを家庭調理用に改良しパッケージデザイ
ンも刷新する

電話 088-○○○‐○○○○ ＦＡＸ 088-○○○‐○○○○

２．事業実施計画

平　成　○○年　度　助　成　事　業　計　画　書
１．申請者(中小企業者、農林漁業者)

住所 780 0000 高知県高知市○○町○丁目○番地○

706,665

2017/03/20

名称 株式会社　高知商事

代表者名 高知　太郎 担当者名 高知　三郎

必要性 ：
現在は業務用が主になっているが、潜在的ニーズを掘り起こ
すには広く一般消費者への認知が必要である

（１）助成事業の実施項目

○○品種を使った家庭調理用○○ピューレの販路拡大

（２）具体的な事業内容（各事業ごとに実施する内容及び必要性を記載すること。）

事業区分 内容及び必要性

記 載 例 



３　事業の収支

（単位：円）

＊（注）組合等の場合は、資金調達先欄に構成企業別の資金額を記載するか、別紙で添付のこと

（単位：円）

改良事業費 97,200 90,000 59,999
製品改良事業

庁　費

委託費

小　　　計 410,400 380,000

（１）収　入

区　　　　分 金　　　額 資　　金　　調　　達　　先

自己資金 479,469

借入額

助成金要望額 706,665

合　　　　計 1,144,800

その他

（２）支　出

事　業　区　分 経 費 区 分
事業に要する
全　 経 　費

助 成 対 象
経　　 　費

助　成　金
申　請　額

旅　費 97,200 90,000 60,000

謝　金 216,000 200,000 133,333

253,332

小　　　計 734,400 680,000 453,333

200,000

庁　費 410,400 380,000 253,333

合　　　　　　　計 1,144,800 1,060,000 706,665

展示会等出展事業

謝　金

旅　費 324,000 300,000

委託費



（３）事業費の積算明細

（単位：円）

216,000 【専門家謝金】 200,000 133,333

商品改良の為の指導（○○会社○○○○氏）

108000×2回＝216000

216,000 小　　　　計 200,000 133,333

【職員旅費】

○○技術の研修

97,200 高知⇔東京32400(1泊2日）×3回＝97200 90,000 60,000

97,200 小　　　　計 90,000 60,000

【原材料費】

新商品開発試作のための原材料購入

54,000 ・○○　5,400円×10個＝54,000円 50,000 33,333

43,200 ・○○　8,640円× 5個＝43,200円 40,000 26,666

97,200 90,000 59,999

小　　　　計

小　　　　計

謝　金

助成金

申請額

事業区分：製品改良事業

経費区分
事業に要す

る全経費

積　算　明　細

（具体的に記載のこと）

助成対象

経　　費

380,000 253,332

旅　費

庁　費

委託費

合　　計 410,400

改良事業費



（４）事業費の積算明細

（単位：円）

小　　　　計

【職員旅費】

高知⇔東京

324,000 （スーパーマーケットトレードショウ2017） 300,000 200,000

54000(2泊3日）×２回×３人＝324000

324,000 小　　　　計 300,000 200,000

【印刷製本費】

86,400 展示会配布用パンフレット500部 80,000 53,333

【会場借上げ料】

（スーパーマーケットトレードショウ2017）

324,000 162000×2小間＝324000 300,000 200,000

410,400 小　　　　計 380,000 253,333

小　　　　計

助成金

申請額

事業区分：展示会等出展事業

経費区分
事業に要す

る全経費

積　算　明　細

（具体的に記載のこと）

助成対象

経　　費

680,000 453,333

謝　金

旅　費

庁　費

委託費

合　計 734,400



（別表１）

１　事業者の概要

　（１）代表事業者

業種

従業員

資本金

決算月

数量

　（２）共同申請者　（３社以上が連携する場合には共同申請者の欄を繰り返し設けて記載すること）

業種

従業員

資本金

決算月

数量

代表者
役職・氏名

連絡先

販　売　品　目　名 　販　売　先

経
営
資
源

主な販売
品目

主な販売
先

主な現有
施設・設
備・装置
等

名　　　　　称

施肥方法のノウハウ、原材料○○の安定供給体制、全国生産額トップの〇〇

用　　　途

名称

所在地

代表者
役職・氏名

連絡先

販　売　品　目　名　 　販　売　先

経
営
資
源

主な販売
品目

主な販売
先

主な現有
施設・設
備・装置
等

名　　　　　称 用　　　途

○○の製造ノウハウ・○○の貯蔵技術・粉砕技術、○○に係る販売ルート（顧客情報）

事　　業　　の　　概　　要

名称

所在地

株式会社 高知商事 

〒780-0000  高知市○○町〇〇丁目〇〇番地○ 

（役職）  代表取締役        （氏名） 高知 

太郎 

（電 話） 088-111-1111 （ＦＡＸ）088-222-2222 

（担当者名）高知 三郎 

加工品卸売業 

5人 

200万円 

3月 

高知県野菜を使用したポン酢・ソース等 

無添加のゼリー・ジュース等 

加工施設、乾燥装置、粉砕装置 一式 

株式会社 高知農園 

〒780-0000  高知市○○乙〇〇〇〇番地 

 
（役職）  代表      （氏名） 高知 次郎 

（電 話） 088-〇〇〇-〇〇〇〇 （ＦＡＸ）088-〇〇〇-〇〇〇〇 

（担当者名）高知 次郎 

農業 

2人 

10万円 

12月 

○○トマト、〇〇ピーマン等 

農地、低温倉庫、成分分析機 
 
トラクター、コンバイン 
 

3ha 

2台 

田、畑、ハウス〇棟 

全国の百貨店 

○○県の高級スーパーマーケット 

ネット販売 

産直市場〇〇 

記 載 例 



（別表２）

２　事業の概要

事業名
（テーマ名）

事業実施期間

対象商品

事業の目的・背景

協力者・指導者

交付済又は申請中の
補助金等　事業名

売上目標（単位：千円）
(事業化による販売金
額等の増加見込み)

㈱高知商事 前々期 前期 (株)高知農園

売上 22,000 20,000 22,000

純利益 2,100 1,900 2,200 純利益

市場での優位性など
（規模、優位性、市場

ニーズ）

製品改良又は、販路
開拓等の内容・方法・

スケジュール
（連携体の役割分担な
ど具体的に記載するこ

と）

700 900 1,000

売上

目標 目標前々期 前期

7,400 7,500 7,700

（計画の事業内容がわかりやすい名称） 
酸味の強い○○品種による家庭調理用○○ピューレの販路拡大 

平成  ○○年○○月 ○○日   ～   平成 ○○年 ○○月 ○○日 

（対象商品） 

家庭調理用〇〇ピューレ 

（事業の目的・背景） 

日本で生産される○○は、その約６割が△△という品種だが、イタリア原産種の系統で

ある○○品種により、その酸味の強さを活かした家庭調理用○○ピューレを開発。この

ピューレは、輸入○○を原料とした商品が多く、国産○○品種を活用した本格家庭調理

用○○ピューレは現状では販売されていないため、本事業で、展示会出展等によりＰＲ

を行い、販路拡大を図る。 

（市場での優位性など） 

○○ピューレについては、明確な差別化を打ち出した商品が出なかったこともあり、他の

家庭用イタリア料理商品と異なり需要は拡大していない。したがって、国産○○を使用し

た本格的○○ピューレに対する潜在的市場ニーズは十分にあると予測され、有望なマー

ケットである。 

○○ピューレの市場規模は、○○ペーストと合わせて販売量約□万トン、販売額約□億円

の市場規模を有する。 

（製品改良又は、販路開拓等の内容・方法） 

家庭用○○ピューレ製品は、大手２社の製品が約９割の市場シェアを占めており、特に大

手Ｂ社が製造する××シリーズの製品が５割を超えるシェアを有している。これら２社の

主力商品は、輸入原料や国内の生産シェアの８割を占める△△品種を原料としており、消

費者にとっては輸入原料と△△品種しか選択の余地がない状況にある。原料となる○○品

種の酸味が強く濃厚な食味、原料の指定農場など、当該商品は既存商品とは差別化できる

要素が明確であり、販路開拓は十分見込める。 

㈱○○商事が有するネット宅配事業を活用し、全国の顧客に販売するとともに、㈱○○商

事の取引先である○○県北部地域の高級スーパーマーケットにおいて販売する。また、大

消費地であり、ターゲット顧客が多く存在する首都圏においては、主要な百貨店への販路

開拓を行い、そこでの販売による知名度・信用度のアップなど、波及的な効果も図る。 

○○の育成状況等を㈲○○農園のホームページ上で公開するなど、「消費者と共同で作っ

た商品」としてＰＲし、口コミや展示会出展等による需要の開拓を行う。 

 また、展示会等で商品改良に向けた情報（商品へのアドバイスや要望など）を収集する。 

（スケジュール） 

（27年5月～7月）「○○」展示会出展 

 首都圏での商談会等へ出展。 

 ・○○総合展示会６月 試作品使用＊個 ・○○ＥＸＰＯ７月 試作品使用＊個 

（27年8月～９月）商品の改良・成分分析 

 試作品によるサンプル調査では、顧客から色の問題を指摘されており、食味等も含めた

商品の改良を行う。また、展示会等で収集した情報を分析して他の改良点の検討を行う。 

（27年1１月～28年1月）品質の安定化 

 量産化するにあたって、品質を高位安定化させるためのテストを実施する。テスト結果

については、○○研究センターの協力の下、考察を行い、品質の安定化に向けた検討を行

う。 

（内容） 

○○ピューレの生産・販売量は２706665０トン／年で㈱○○商事は、１０％の粗利を

想定し22,000千円の売上増（５％増）を目指す。 

㈲○○農園は、当該特産品で商品向け原料として６０トンの○○の生産が必要となり、

これを販売することにより新たに7,700千円の売上増（９％増）が達成される見込みで

ある。 

（協力企業や指導者等がある場合は、名称（指名）、所在地（住所）、協力や指導の内
容等を記載すること） 
県の公設研究機関（果樹研究センター：高知市○○○○番地）の指導により、品質維持
や安定供給を図る。  

（事業に関連して、交付済又は申請中の補助金等があれば、その名称、交付者、金額及び
交付（申請）年月日等を記載すること） 
○○年○○○事業（○○○省） ○○○千円（○年○月○日交付決定） 
内容：○○の開発にかかる事業費助成  

記 載 例 


