2019 年度（平成 31 年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（省エネ家電等マーケットモデル事業）
完了実績報告書作成に係る留意点
令和元年 6 月 25 日
一般財団法人 環境イノベーション情報機構
補助金の交付(支払い)を受けるためには、事業実施期間（令和元年 5 月 10 日～令和元年 12 月 31 日）の終了
後、完了実績報告書類を令和２年 1 月 30 日（木）までに当機構に提出していただく必要があ
ります。作成にあたっては、本留意点をご熟読いただき、十分に確認してからご提出ください。

１. 【重要】提出書類一覧表
様式等を当機構のウェブサイト (http://www.eic.or.jp/eic/topics/2019/0625_2_kd.html)から
ダウンロードし作成のうえご提出ください。
計算ミスや数え間違いにご注意ください。

報
告
書
類

ページ

（ア）様式第１０ 完了実績報告書【Word】
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（イ）別紙１ 事業実施報告書【Word】

３

（ウ）別紙２ 経費内訳（完了実績）【Excel】

５

（エ）別添１ 補助対象期間の「エアコン」の販売実績一覧【Excel】

7

（オ）別添２ 補助対象期間の「冷蔵庫」 の販売実績一覧【Excel】

8

（カ）家電リサイクル券の写し、又は家電リサイクルセンターの引取券照会一覧
添
付
書
類

9

※該当する場合のみ

（キ）５つ星省エネ家電と組み合わせて販売した LED 照明器具の売上伝票等

10

※該当する場合のみ

口座情報事前登録票【PDF】

※補助金が交付される事業者のみ
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(ア)

様式第 10 完了実績報告書【Word】の記入例

様式第１０（第１１条関係）

作成日（令和 2 年 1 月 1 日～３０日）
をご記入ください。
令和２年 １月〇〇日

一般財団法人環境イノベーション情報機構
理事長 大塚 柳太郎
殿

東京都〇〇区〇〇〇〇〇〇
氏名又は名称
株式会社〇〇〇〇〇〇
代 表 者 の 職 ・ 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印

補助事業者 住

所

法人の場合、正式な法人格でご記入ください。
２０１９年度（平成３１年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（省エネ家電等マーケットモデル事業）完了実績報告書
令和元年５月１０日付け EIC 第 10510003 号で交付決定の通知を受けた二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（省エネ家電等マーケットモデル事業）を完了しましたので、
法人の場合は代表者印（法務局に登記した印鑑）
、
２０１９年度（平成３１年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省エネ家電等マーケットモデル事業）

個人の場合は代表者の実印を押印してください。
交付規程第１１条第１項の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
１ 補助金の交付決定額及び交付決定年月日
金

〇〇,〇〇〇,〇〇〇円（令和元年５月１０日 EIC 第 10510003 号）

２ 補助事業の実施状況

5 月に当機構より郵送された交付決定通知書に記された、

別紙１ 実施報告書のとおり

交付決定額をご記入ください。

３ 補助金の経費収支実績
別紙２ 省エネ家電等マーケットモデル事業に要する経費内訳のとおり
４ 補助事業の実施期間
令和元年５月１０日 ～令和元年１２月３１日
５ 添付資料
その他参考資料（領収書等含む。）

注

規程第３条第３項の規定に基づき共同で交付申請した場合は、代表事業者が報告すること。
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別紙１
省エネ家電等マーケットモデル事業実施報告書
事業実施の

株式会社〇〇〇〇〇〇

団体名

事業者区分

☑中小小売店
□その他

□インターネット・ショッピングモール事業者

21,000,000 円

資本金

30 名

従業員・職員数

事業実施の代表者
氏名

事業者名・役職名

〇〇 〇〇

〇〇 〇〇・代表取締役

電話番号

FAX 番号

所在地

E-mail アドレス

事業実施の 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
個人事業主でゼロ（0）の場合は、
担当者

〒〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇〇区〇〇〇〇
〇〇

〇〇〇〇＠〇〇.〇〇

個人で事業主のみの場合は

事業実施の担当者（事業の窓口となる方）

1 名をご記入ください。

「ハイフン（‐）
」をご記入ください。
氏名

事業者名・役職名

〇〇 〇〇

〇〇 〇〇・事務員

電話番号
03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

FAX 番号
03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

団体等の名称

備

考

E-mail アドレス
〇〇〇〇＠〇〇.〇〇
事業実施責任者

氏名

役職名

電話・FAX 番号

E-mail アドレス

共同事業者

※事業実施の団体名や事業実施の代表者は、交付申請書と同じ内容をご記入ください。
交付申請後に変更となった場合は
事業部事業第 3 課（TEL: 03-6821-7210）までお電話ください。
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① 、②への記入は不要です。以下の書類を必ずご提出ください。
・
（ウ）[別紙 2 経費内訳（完了実績）]
・
（エ）[別添１ 補助対象期間の「エアコン」の販売実績一覧]
・
（オ）[別添２ 補助対象期間の「冷蔵庫」 の販売実績一覧]
＜１．事業の内容＞
①

５つ星省エネ家電を対象とした買換促進事業

販売数量基準値、販売数量目標値及び補助金所要額
※ 別紙２ 省エネ家電等マーケットモデル事業に要する経費内訳（①5 つ星省エネ家電を対象とした買換促進事業及び
②５つ星省エネ家電と組み合わせた LED 照明器具買換促進事業）を添付して下さい
※ 別添１ 補助対象期間の「エアコン」の販売実績一覧、別添２ 補助対象期間の「冷蔵庫」の販売実績一覧を添付して
下さい
② 中小小売店が実施する５つ星省エネ家電と組み合わせた LED 照明器具を組み合わせた買換促進事業
※ 別紙２ 省エネ家電等マーケットモデル事業に要する経費内訳（①5 つ星省エネ家電を対象とした買換促進事業及び
実施された販売促進策を、具体的にご記入ください。
②５つ星省エネ家電と組み合わせた LED 照明器具買換促進事業）を添付して下さい

○ 実施した販売促進策の内容及び最も効果的となった取組について＜①～②共通＞
※
実際に実施した販売促進策の内容及び最も効果的となった取組を記載して下さい

（例） １. 店内に「COOL CHOICE」のポスター、POP を掲示した。
２. しんきゅうさんを利用し 5 つ星省エネ家電に買換えした場合の
年間 CO2 排出量及び、電気代の削減をアピールし販売活動に利用した。
３. ５つ星省エネ家電の販売強化のための勉強会を毎月実施し、
お客様に積極的にお勧めした。
４. 「５つ星省エネ家電」を中心としたチラシを作成し配布した。
５. 省エネラベルを製品の目立つ箇所に貼付し
「５つ星省エネ家電」であることを分かりやすくした。
このうち、２のしんきゅうさんを利用した販売活動が効果的だった。

＜2．事業スケジュール＞
※事業の実施スケジュール（実績）を記入すること
令和元年５月１０日 〜 令和元年１２月３１日

注１ 本報告書に、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省エネ家電等マーケットモデル事業）交付申請書に添付した書類
に変更がある場合、変更後の書類を添付して下さい
注２ 記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用して下さい
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(ウ)

別紙 2 経費内訳（完了実績）
【Excel】の入力例

・オレンジ色の網掛け部分に入力すると白抜きのセルに数値が自動入力されます。
別紙２

省エネ家電マーケットモデル事業に要する経費内訳（完了実績）
（①5つ星省エネ家電を対象とした買換促進事業及び②５つ星省エネ家電と組み合わせたLED照明器具買換促進事業）

（ア）[様式第１０
完了実績報告書]に
【入力手順】 ※網掛け部分のみ数字を入力すること
1. 事業者名を入力(A)

3. 補助対象期間の販売台数を記入(C)(D)(G)

5. 5つ星への買換えが確認できた台数を記入(F)

ご記入した事業者名をご入力ください。
2. 該当する事業区分を選択(B) 4. 交付決定された際の販売数量基準値を記入(E) 6. 交付決定された額を記入(I)
必ずご入力ください。
事業者名（A）

事業区分（B）
中小小売店：1

株式会社○○

その他の事業者：2

1

インターネット・ショッピングモール事業者：3

①5つ星省エネ家電を対象とした買換促進事業
・エアコン（補助金額

4000円（1台あたり））

補助対象期間の販売台数
5つ星（C）

全体（D）

30

100

販売数量基準値（E）

販売数量基準値を
上回った台数

10.7%

５つ星への買換え
（F）

19

[補助対象期間の販売台数]
令和元年 5 月 10 日～令和元年１２月３１日

補助金所要額（H）

が確認できた台数

¥76,000

19

上回った台数

5 つ星への買換えが

（上限値）

確認できた台数

19 台

に販売された[５つ星][全体]台数を

入力台数

例①

25 台

19 台

例②

15 台

15 台

[販売数量基準値を上回った台数]のうち

ご入力ください。

[５つ星への買換えが確認できた台数]
（５つ星かつリサイクル券のある台数）
をご入力ください。
※上回った台数を超えて入力することは
出来ません。
申請時に提出された[販売数量基準値]をご入力ください。
※販売数量基準値が修正となった事業者は修正後の「販売数量基準値」をご入力くだ
さい。修正のお知らせは当機構から 10 月 1 日以降にお送りします。

※ 冷蔵庫もエアコンと同様にご入力ください。
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②５つ星省エネ家電と組み合わせたLED照明器具買換促進事業

※中小小売店に限る
販売台数（G）

補助金所要額（H）

50

¥10,000

合計（Hの合計）

¥135,000

補助金交付決定額（I）

¥152,000

過不足額

¥-17,000

(エ)・
（オ）[別添 1・2「エアコン・冷蔵庫」
の販売実績一覧] の
「LED 照明器具セット販売台数」へ
ご記入頂いた合計をご入力ください。
（ア）様式第１０[完了実績報告書]に
ご記入頂いた交付決定額をご入力くださ

※補助金交付決定額（I）が上限
補助金の確定額は、合計（Hの合計）と補助金交付決定額（I）のいずれか
少ない金額になります

い。

※ 補助金の確定額は、合計（H の合計）と補助金交付決定額（I）の
いずれか少ない金額 になります。

※ 値は全て記載例となります。転記されないようお願い致します。
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GH-XK369

5 メーカー名

注
意
点

○

○

○

○

○

○

5つ星対象商品

エアコン製品情報

５つ星販売台数

2019年 12月31日

2019年 8月31日

2019年 8月1日

2019年 7月15日

2019年 6月30日

2019年 6月21日

2019年 6月20日

2019年 5月10日

販売日

30

※5つ星対象商品ではない場
合は、リサイクル券管理票
番号のご記入、および
（カ）の添付は必要ありま
せん。

※ご記入されたリサイクル
券管理票番号の[(カ)リサ
イクル券の写し、または、
家電リサイクル券センター
の引取券照会一覧]を添付
する必要があります。

整理番号で管理を行っ
ていない場合は納品書
又は売上伝票等に通し
番号等を振り、その番
号をご記入ください。

012-3456-7890-4

012-3456-7890-3

012-3456-7890-2

5つ星省エネ家電への買換前
製品のリサイクル券管理票
番号をご記入ください。

-

-

-

-

-

-

-

2

4

1

（台数）

(※1)

50

メーカー名 AA-AB408

BC6-24X BC8-40X

※5つ星省エネ家電への買換えと組み合わ
せてLED照明器具を販売していない場合は
(キ)の添付は必要ありません。

※ご記入されたLED照明器具の[(キ)５つ
星省エネ家電への買換えと合わせて販売
したLED照明器具の売上伝票等]を添付す
る必要があります。

5つ星省エネ家電への買換えと組み合わせ
て販売したLED照明器具をご記入くださ
い。

メーカー名

メーカー名 AA-AB246×3台 AA-AB408

(※2)

台数分のメーカー名及び型式をすべて記載

備考（メーカー型式等）

製品情報（LED照明器具）

（5つ星かつリサイクル券のある）

セット販売

012-3456-7890-1

○○電器

LED照明器具セット販売台数

事業者名

リサイクル券管理票番号

買換前製品情報
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※全ての販売に対して
整理番号の記入が必要
となります。

20191231A001

20190831A001

20190801A001

20190715A001

20190630A001

20190621A001

20190620A001

-

通販情報

整理番号
20190510A001

ネット

インター

売上伝票等の

納品書又は

5つ星かつリサイクル券のある台数

補助対象期間の「エアコン」販売実績一覧

※5つ星以外の製品 ※省略は出来ません。
対象期間
も必ずご記入くだ
2019年（令和元年）
さい。
＜5つ星の要件＞
5月10日～12月31日
省エネ基準達成率が、
正確に型番をご記入 エアコン１２１％以上、
ください。
冷蔵庫 １００％以上
記入ミス等がありま の製品が５つ星となります。
すと有効な型番とし メーカーカタログ、省エネ型
て認められない場合 製品情報サイト等でご確認く
があります。
ださい。

GH-IJ409

GH-IJ409

4 メーカー名

100 メーカー名

AB-CD289EFX

3 メーカー名

GH-XK569

AB-CD259EFX

2 メーカー名

7 メーカー名

AB-CD229EFX

1 メーカー名

GH-XK639

型番

No メーカー

6 メーカー名

100

販売台数（全体）

合計 ※集計した結果を記入ください

別添１

(オ)

別添２ 補助対象期間の冷蔵庫の販売実績一覧【Excel】の記入例
※ (オ)[別添２ 補助対象期間の「冷蔵庫」の販売実績一覧]の記入方法の注意点は、
（エ）[別添１ 補助対象期間の「エアコン」販売実績一覧]と同様です。

※ 5 つ星エアコンと 5 つ星冷蔵庫と LED 照明を同時に販売された場合は、
エアコンと冷蔵庫のいずれか一方にセット販売としてご記入ください。

※ エアコン・冷蔵庫の対象範囲
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づく特定エネルギー
消費機器のうち、エアコンディショナーおよび電気冷蔵庫で家庭用の機器
（以下の製品は記載できません）
○業務用製品
○エアコンのうち 冷房専用エアコン、スポットエアコン、ウインドエアコンなど
○冷蔵庫のうち ペルチェ式冷蔵庫、吸収式冷蔵庫、ワインセラーなど
○冷凍庫
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(カ) 家電リサイクル券の写し、又は家電リサイクル券センターの引取券照会一覧

※注意点
〇指定引取場所印に押印がされている[小売業者回付片の写し]をご提出ください。
〇[小売業者回付片の写し]は販売実績一覧順に整理をしたうえで
A4 用紙サイズ（リサイクル券を 2 枚程度並べて A4 コピー）にてご提出ください。
〇別紙２ 経費内訳（完了実績） [５つ星への買換えが確認できた台数（F）]分の添付が必要です。
補助金が発生しない場合は添付の必要はありません。
〇報告書の提出とあわせて提出されたもの以外は認められない場合があります。
（あらかじめご準備をお願いします）
特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券：小売業者回付用)の写しの代替として、
家電リサイクル券センター公式サイトの取扱店システムにより事業者が抽出・印刷可能な
引取券照会一覧を完了実績報告書に添付することができます。
引取券照会一覧を添付する際は、販売実績一覧に記載したリサイクル券管理票番号に
マーカーを引く等をしてリサイクル券管理票番号が特定できるようご提出ください。
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(キ) 5 つ星省エネ家電への買換えと合わせて販売した LED 照明器具の売上伝票等
5 つ星省エネ家電への買換えと合わせて LED 照明器具（LED 照明器具の工事を含む）を販
売したことがわかる整理番号が記載された売上伝票、または、納品書等の写しを A4 用紙サ
イズにてご提出ください。
シーリングライトは工事を必要としないため、売上伝票、または、納品書等の写しに工事
をしたことの記載は不要です。

２. 完了実績報告書の提出部数・提出先について
(提出部数）

①

紙：1部 ※提出された書類は返却しませんので写しを作成の上、
必ず1部は保存（5年間）してください

②

CD-ROM等 (事業者名を必ず記載すること)：1枚【製作が困難な場合は省略可】

（提出期限）
令和2年1月30日（木）【必着】
（提出先）
一般財団法人 環境イノベーション情報機構
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町38 鳥本鋼業ビル3階
TEL：03-6821-7210 FAX：03-5209-7105
※封筒には「平成31年度省エネ家電等マーケットモデル事業」と赤字で明記
してください
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３. 補助金の額の確定について
当機構は提出された完了実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、お支払いす
る補助金の額の確定をして、補助事業者に文書で通知します。

〇口座情報事前登録票
[口座情報事前登録票]はお支払いする補助金がある事業者が対象です。
[新規事業者]と[継続事業者で昨年度事業の振込先を変更する場合]は必ずご提出ください、
[継続事業者で振込先を変更しない場合]は省略頂いて結構です。
なお、お支払いする補助金がない場合（（ウ）別紙 2 [合計(H の合計)]が 0 の場合）はご不要です。
事前登録は当機構での作業上お願いするものです。補助金額の確定通知後に提出いただく
精算払請求書の提出は省略できません。
提出後に銀行の合併、代表者の変更等で口座情報が変更となった場合は、
必ず事業部第３課 (TEL: 03-6821-7210）までご連絡ください。
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４. 提出物チェック表 ※提出の際にご利用ください。

提出物チェック表

☑

（ア）様式第 10 完了実績報告書【Word】

□

（イ）別紙 1 事業実施報告書【Word】

□

（ウ）別紙２ 経費内訳(完了実績)【Excel】

□

（エ）別添１補助対象期間の「エアコン」の販売実績一覧【Excel】

□

（カ）家電リサイクル券の写し、又は家電リサイクルセンターの引取券照会一覧

□

※該当する場合のみ

（キ）5 つ星省エネ家電と組み合わせて販売した LED 照明器具の売上伝票等

□

※該当する場合のみ

（オ）別添２補助対象期間の「冷蔵庫」の販売実績一覧【Excel】

□

（カ）家電リサイクル券の写し、又は家電リサイクルセンターの引取券照会一覧

□

※該当する場合のみ

（キ）5 つ星省エネ家電と組み合わせて販売した LED 照明器具の売上伝票等

□

※該当する場合のみ

□

口座情報事前登録票【PDF】
※補助金が交付される事業者のみ
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