１．認定申請書について
・金融機関の経営革新等支援機関候補のうち、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、信用農業協
同組合連合会、信用漁業協同組合連合会等はその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、財務支局長
（財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長）
、
主要行等（金融庁告示第６４号にて指定する金融機関）は金融庁長官へ申請書２部を提出して下さい。
・また、上記以外の既存の中小企業支援者（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業診断士）
、
税理士、公認会計士、弁護士等の士業関係、民間コンサルティング会社、ＮＰＯ法人等）は、その主たる
事務所の所在地を管轄する経済産業局長へ申請書２部を提出して下さい。なお、判断に迷う場合は、お近
くの経済産業局、財務局・財務支局へおたずね下さい。
・なお、認定後においては、経営革新等支援機関の名称（氏名）
、住所、窓口先となる電話番号、取り扱う
ことが出来る相談内容その他の必要な情報については、中小企業庁、金融庁、経済産業局、財務局、財務
支局の HP 等で公表致します。
--------------------------------------------------------（記載例）-------------------------------------------------------平成○○年○○月○○日
（※１）
「主務大臣 名 殿」を「主
たる事務所の所在地を管轄する経済
産業局長」及び「主たる事務所の所
在地を管轄する財務局長・財務支局
長（一部、金融庁長官）
」宛てに修
正して連記すること。なお、宛先の
順番は、１．
「財務局長、財務支局
長（一部、金融庁長官）
」
、２．
「経
済産業局長」とすること。

○○財務局長 ○○ ○○ 殿（※１）
○○経済産業局長 ○○ ○○ 殿（※１）

○○県○○市○○ ○－○－○
○○○○株式会社（※２）代表取締役
印（※３）
社長 ○○ ○○

（※２）会社名は略称を用いず、正式
名称を記載し、法人の場合は代表権
を持つ者の氏名を記載。
（個人の場
合は個人名を記載。
）
住所は主たる事務所の所在地を記
載。
（※３）押印は、実印を使用のこと。

認

定

申

請

書

中小企業等経営強化法第 21 条第 1 項の規定に基づき、認定を受けたいので、下記に
ついて添付書類を添えて申請いたします。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
１ 事務所の所在地
２ 経営革新等支援業務に関する事項
一 経営革新等支援業務の内容
二 経営革新等支援業務の実施体制
(1) 経営革新等支援業務の統括責任者、当該統括責任者を補佐する者及び当該経
営革新等支援業務を行う者の氏名
(2) その他の経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
（添付書類）

- 1 -

１ 第２条第１項第２号の規定に掲げる要件に適合することを証する書類
(1) 専門的知識を有する証明書
(2) 支援者からの関与を有する証明書
(3) 実務経験証明書
２ 第２条第１項第３号の規定に掲げる要件に適合することを証する書類
誓約書
備考
１ 申請者が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる
事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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２．経営革新等支援業務に係る実施体制等について
法人は必要な組織体制（管理組織や人的配置等）や事業基盤（財務状況の健全性や窓口となる拠点等）
を有していること、個人は必要な事業基盤（財務状況の健全性や相談対応ができる窓口となる拠点等）の
支援体制を有し、継続的に能力・経験等が確保されることが見込まれることを確認します。
--------------------------------------------------------（記載例）-------------------------------------------------------１ 事務所の所在地
本
店：○○県○○市○○ ○－○－○（※１）○○‐○○○○‐○○○○
○○支店：○○県○○市○○ ○－○－○（※１）（※３）○○‐○○○○‐○○○○
○○支店：○○県○○市○○ ○－○－○（※２）（※３）○○‐○○○○‐○○○○

（※１）本社の所在地だけではなく、
実際に支援業務を行う住所、電話番
号を記載すること。
（※２）支援業務を行う所在地が複数
ある場合は全て記載すること。
（※３）支店の数が多い場合について
は、事務所の所在地、支援業務窓口、
電話番号が記載された資料を別添
として添付すること。

２ 経営革新等支援業務に関する事項
一 経営革新等支援業務の内容（※４）

（※４）具体的に行っている経営革新
等支援業務（
（例）経営状況の分析、
事業計画の策定支援・実行支援）の
内容を記載すること。

二 経営革新等支援業務の実施体制
(1) 経営革新等支援業務の統括責任者、当該統括責任者を補佐する者及び当該経
営革新等支援業務を行う者の氏名（※５）
１．統括責任者 ○○ ○○
２．担当補佐
○○ ○○
３．担当主任
○○ ○○

（※５）実際に主として経営革新等支
援業務を遂行する部署等の統括責
任者、統括責任者を補佐する者及び
当該経営革新等支援業務を行う者
の氏名を記載すること。個人の場合
は統括責任者のみを記載すること。

(2) その他の経営革新等支援業務の実施体制に関する事項（※６）＜法人の場合＞

（※６）法人においては、
「１．役員
の構成」
、
「２．実施体制」
、
「３．
基本方針の適合」
、
「４．事業基盤」
を記載すること。

１．役員の構成（※７）
フリガナ
氏名
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○

役職

性別

生年月日

住所

取締役社長

男

昭和○年○ ○○県○○市○○
月○日
○－○

○－

取締役

男

昭和○年○ ○○県○○市○○
月○日
○－○

○－

その他役員

女

昭和○年○ ○○県○○市○○
月○日
○－○

○－

２．実施体制（※８）
※本店、支店等で経営革新等支援業務窓口がどこかを示すこと。
本
店：
○○支店：
○○支店：

営業部
○○部（※９）
○○部（※９）

（記載例）
当社の実施体制として○○本店営業課に統括責任者、統括責任者を補佐する者及び
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（※７）役員の構成を把握するため、
「氏名（フリガナ）
、役職、性別、
生年月日、住所」を記載すること。
これらを証明する書類（登記簿謄
本又は履歴事項全部証明書、現在
事項全部証明書の原本２部）を添
付すること。

（※８）法人の場合は、経営革新等
支援業務に関連する部署等の実施
体制を記載し、経営革新等支援業
務を行う統括責任者、統括責任者
を補佐する者及び当該経営革新等
支援業務を行う者がいる部署及び
支店名と窓口となる部署名を記載
すること。
また、各支店が統括責任者がい
る部署と連携して、どのように支
援体制を構築しているか等を記載
すること。
さらに、どのような相談内容を
取り扱うことができるのかを、併
せて記載すること。

当該経営革新等支援業務を行う者を配置している。
当社は支店を○店舗有しているが、各支店とも密接に連携を図っており、更には本
店の統括責任者及び営業窓口の統括責任者を補佐する者及び当該経営革新等支援業務
を行う者が、各支店との間の指揮命令系統の構築、連携を図っているため、経営革新
等支援業務を長期的にわたり継続的に実施するために必要な体制が構築されている。
なお、本実施体制で取り扱うことができる相談内容等は○○、○○、○○といった領
域となります。

（※９）
「
（※３）
」に該当するものの、
「１ 事務所の所在地」に支店の
窓口を記載していない場合は記載
すること。

（注）相談内容等の記載項目
創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、生産管理・品質管理、情報化戦
略、知財戦略、販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、Ｂ
ＣＰ作成支援、物流戦略、金融・財務 （本項目に該当しない場合は自由記載）

３．基本方針の適合（※１０）
Ⅰ．経営革新等支援業務を実施した中小企業者等に対する案件の継続的なモニタリン
グについて
（例）経営革新等支援業務を実施した内容について、事業計画の進捗状況の把握
に努めるとともに、継続的に経営支援を行うため、必要に応じて、計画の修
正や対処策を講じる。

（※１０）基本方針へ適合するため
にどのような活動・連携等を行う
か記載すること。

Ⅱ．経営革新等支援機関相互の連携、外部支援機関等の知見を活用した連携について
（例）○○を実施するにあたり、経営革新等支援機関相互の連携や、支援業務を
効果的に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本
貿易振興機構等の知見を活用し、中小企業者等に対し専門性の高い支援を行
う。
Ⅲ．
「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠っ
た信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨について
（例）経営革新等支援業務を実施する際には、中小企業の経営力の強化、資金調
達力の向上を図るために、中小企業の実態に配慮した、
「中小企業の会計に関
する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を積極的に活用し、財
務状況の見える化、経営改善を図ることとする。
４．事業基盤（※１１）
（単位：千円）
申請前決算済３期の売上高、経常利益、当期純利益及び純資産
平成○○年度
平成○○年度
平成○○年
経常
経常
売上高
売上高
売上高
経常利益
利益
利益
当期純利益
（税引き後）

純資産
（資産－負債）

当期純利益
（税引き後）

純資産
（資産－負債）

当期純利益
（税引き後）

（※１２）
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純資産
（資産－負債）

（※１１）貸借対照表、損益計算書等
に従って記載し、当該貸借対照表、
損益計算書等の写しを2部添付する
こと。なお、企業会計を採用してい
ない法人については、
「売上高」を
「収入」に、
「経常利益」及び「当
期純利益」を「次期繰越収支差額」
に、
「純資産」を「残高勘定＋次期
繰越収支差額」とし、収支決算書を
添付すること。
（※１２）
赤字が１～２期ある場合等、
本項目だけで財務状況の健全性を
示すことが困難な場合、事業を実施
できることを示す事項を記載するこ
と。

(2) その他の経営革新等支援業務の実施体制に関する事項（※１３）＜個人の場合＞

（※１３）個人においては「１．経営
革新等支援業務を行う者」
、
「２．実
施体制」
、
「３．基本方針の適合」
、
「４．事業基盤」を記載すること。

１．経営革新等支援業務を行う者

（※１４）住所は自宅の住所を記載。

フリガナ
氏名
○○ ○○

性別

男

生年月日

昭和○年○月○日

住所（※１４）

○○県○○市○○ ○－○－○

２．実施体制（※１５）
私は、○○県○○市○○ ○－○－○に窓口を設置し、○○、○○、○○といった
領域の相談内容を取り扱うことができます。

（※１５）個人の場合は、経営革新
等支援業務を行う窓口を記載する
こと。
さらに、どのような相談内容を
取り扱うことができるのかを、併
せて記載すること。

（注）相談内容等の記載項目
創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、生産管理・品質管理、情報化戦
略、知財戦略、販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、Ｂ
ＣＰ作成支援、物流戦略、金融・財務 （本項目に該当しない場合は自由記載）

３．基本方針の適合（※１６）
Ⅰ．経営革新等支援業務を実施した中小企業者等に対する案件の継続的なモニタリン
グについて
（例）経営革新等支援業務を実施した内容について、事業計画の進捗状況の把握
に努めるとともに、継続的に経営支援を行うため、必要に応じて、計画の修
正や対処策を講じる。
Ⅱ．経営革新等支援機関相互の連携、外部支援機関等の知見を活用した連携について
（例）○○を実施するにあたり、経営革新等支援機関相互の連携や、支援業務を
効果的に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本
貿易振興機構等の知見を活用し、中小企業者等に対し専門性の高い支援を行
う。
Ⅲ．
「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠っ
た信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨について
（例）経営革新等支援業務を実施する際には、中小企業の経営力の強化、資金調
達力の向上を図るために、中小企業の実態に配慮した、
「中小企業の会計に関
する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を積極的に活用し、財
務状況の見える化、経営改善を図ることとする。
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（※１６）基本方針へ適合するため
にどのような活動・連携等を行う
か記載すること。

４．事業基盤（※１７）
（単位：千円）
申請前決算済３期の所得金額
平成○○年度
平成○○年度

平成○○年

売上金額－売上原価
経費
専従者控除前の所得
金額
専従者控除
所得金額
（※１８）

（単位：千円）
申請前決算済３期の所得金額
平成○○年度
平成○○年度
売上金額－売上原価
経費
差引金額
各種引当金・準備金等
青色申告特別控除前
の所得金額
青色申告特別控除額
所得金額
（※１８）
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平成○○年

（※１７）確定申告の際の収支内訳
書又は所得税青色申告決算書に従
って記載し、確定申告の際に必要
となる青色申告決算書又は収支内
訳書の写し 2 部を添付すること。
（※１８）
赤字が１～２期ある場合等、
本項目だけで財務状況の健全性を
示すことが困難な場合、事業を実施
できることを示す事項を記載するこ
と。

３．税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識について
経営革新等支援機関候補になり得る者は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識が
異なることから、士業法や個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められ
る国家資格や業の免許・認可を有すること、又は経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与
した後、当該計画の認定を３件以上受けていること、又は同等以上の能力を有していることを確認します。
--------------------------------------------------------（記載例）-------------------------------------------------------様式第１（第二条第二項関係）

専 門 的 知 識 を 有 す る 証 明 書
１．専門的な知識を有していることを証する資格又は免許等

資格又は免許等の名称
＜国家資格を有している個人の場合＞（※１）
１．税理士法に基づく国家資格を有し、税理士名簿に登録されている。
２．公認会計士法に基づく国家資格を有し、公認会計士名簿に登録されている。
３．弁護士法に基づく国家資格を有し、弁護士名簿に登録されている。
＜法令に基づく法人格を有している場合＞
１．税理士法に基づく税理士法人を設立している。
２．公認会計士法に基づく監査法人を設立している。
３．弁護士法に基づく弁護士法人を設立している。

（※１）税理士法、公認会計士法、弁
護士法に基づく国家資格を有し、そ
れぞれの登録簿に登録されている旨
を記載することとし、これらを証明
する書類の原本２部を添付するこ
と。これら資格を有していない場合
は、
「２．経営革新計画等の策定を
行う際に、主たる支援者として関与
した計画」に必要事項を記載するこ
と。
（※２）個別業法による免許・認可名
を記載することとし、これらを証明
する書類の写しを添付すること。こ
れら資格を有していない場合は、
「２．経営革新計画等の策定を行う
際に、主たる支援者として関与した
計画」に必要事項を記載すること。

＜個別業法による免許・認可を有している場合＞（※２）
銀行法に基づく銀行業の営業免許を有している。

資格又は免許等を有している者の氏名
＜国家資格を有している個人の場合＞（※３）
１．統括責任者：○○ ○○（税理士／常勤）
＜法令に基づき法人格を有している場合＞（※４）
法人名：税理士法人○○、監査法人○○、弁護士法人○○
１．統括責任者：○○ ○○（税理士／常勤）
２．担当補佐：○○ ○○（公認会計士／非常勤）
３．担当者：○○ ○○（公認会計士／常勤）
＜個別業法による免許・認可を有している場合＞
商号：株式会社○○銀行
本店所在地：○○県○○市○○ ○－○－○
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（※３）上記、
「資格又は免許等の名
称」を保有する、
「二 経営革新等
支援業務の実施体制」に記載した者
を記載。
（※４）実際に主として経営革新等支
援業務を遂行する部署等の統括責
任者、統括責任者を補佐する者及び
当該経営革新等支援業務を行う者
の氏名を記載すること。

資格又は免許等を取得した年月日
＜国家資格を有している場合＞
税理士資格（平成○年○月○日）
公認会計士資格（平成○年○月○日）
＜法令に基づき法人格を有している場合＞
登録（設立）年月日：平成○年○月○日
２．経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画（※５）

主たる支援者の氏名

計画の内容

（※６）
（※７）

○○ ○○

○○に係る経営革新計

認定番号

認定日

（※７）

（※７）

○○○

平成○年○月○日

画

（※５）上記、※１、２に記載しない
者は本項目に記載すること。
（最低
３件）なお、
「主たる支援者として
関与した計画」には、国の認定制度
（
「経営革新計画」等）に基づく計
画のみ対象とする。
（※６）
「主たる支援者の氏名」には、
「二 経営革新等支援業務の実施
体制」に記載した者のうち、経営革
新等支援業務の統括責任者、当該統
括責任者を補佐する者及び当該経
営革新等支援業務を行う者の氏名
を記載すること。
（※７）
「主たる支援者」
、
「認定番号」
、
「認定日」は「支援者からの関与を
有する証明書」の「主たる支援者の
氏名」
、
「認定番号」
、
「認定日」とそ
れぞれ一致することとし、認定を受
けたことを証明する書類（認定書の
写し等）2 部を添付すること。

備考
１ 資格又は免許等を有している者が法人である場合においては、法人の名称及びそ
の代表者の氏名を記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
３ 同等以上の能力を有している場合は、その証明書を添付すること。（※８）
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（※８）備考３は、独立行政法人中小
企業基盤整備機構にて指定された
研修を受講し、試験に合格した旨の
証明書の写し 2 部を添付すること。
「２．経営革新計画等の策定を行う
際に、主たる支援者として関与した
計画」において、３件に満たない場
合も関与した計画を記載すること。

４．支援者からの関与を有する証明書について
「専門的知識を有する証明書」のうち、
「２．経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関
与した計画」に記載した場合に限り作成します。
--------------------------------------------------------（記載例）------------------------------------------------------------------支 援 者 か ら の 関 与 を 有 す る 証 明 書（※１）

（※１）
本証明書についても2部必要。

下記のとおり、経営革新計画等の策定を行う際に主たる支援者からの関与がありま
したことを証明します。
平成○○年○○月○○日

（※２）支援者からの関与を受けた企
業等の代表者の名称を記載のこと。
（過去に申請者が支援した企業の
協力を得て、当該企業に同証明書の
作成を依頼する必要がある。
）押印
は支援者からの関与を受けた企業等
の実印を使用のこと。

○○県○○市○○ ○－○－○
○○○○株式会社
証明者 代表取締役社長 ○○ ○○ 印（※２）
記
主たる支援者の氏名

実務経験の内容

認定番号

認定日

（※３）

（※４）

（※３）

（※３）

経営革新計画の策定におい

○○○

○○ ○○

平成○年○月○日

て、資金計画を担当。

備考
１ 「専門的知識を有する証明書」の「２．経営革新計画等の策定を行う際に、主た
る支援者として関与した計画」に記載した場合に限り作成すること。
２ 証明を受けようとする認定計画ごとに、証明者別に作成すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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（※３）「専門的知識を有する証明
書」
、
「２．経営革新計画等の策定を
行う際に、主たる支援者として関与
した計画」における「主たる支援者
の氏名」
、
「認定日」
、
「認定番号」と
一致すること。
（※４）
「実務経験の内容」は計画策
定の際に、どのような職務に携わっ
たかを記載すること。

５．中小企業支援の実務経験について
経営革新等支援機関候補になり得る者は、実務経験として、中小企業等に対する経営相談といった経営支
援を、継続的に３年以上実施していることです。但し、３年以上の実務経験のうち、１年以上は、本法律で
求めている経営革新等支援業務について、継続して関与した実務経験を有することが必要です。これら基準
を確認するための実務経験証明書です。
--------------------------------------------------------（記載例）-------------------------------------------------------様式第１（第二条第二項関係）
実 務 経 験 証 明 書
下記の者は、経営革新等支援業務に係る１年以上の実務経験を有することに相違な
いことを証明します。

（※１）申請者が法人の場合は、代表
権を持つ者の氏名を記載。
（個人の
場合は個人名を記載。
）押印は、実
印を使用のこと。

平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○ ○－○－○
○○○○株式会社
証明者 代表取締役社長 ○○ ○○ 印（※１）

（※５）

実務者の氏名 所属部署 実務経験の内容
（※２）

○○ ○○
○○ ○○

（※３）

営業課
営業課

実 務 経 験 年 数

（※４）

財務書類の作成

平成○○年○○月から○○年○○月

（○件）

まで

経営革新計画の

平成○○年○○月から○○年○○月

策定支援（○件） まで
年 月から 年 月 まで
合計

満○○年○○月（※６）

備考
１ 同等以上の能力を有している場合は、その証明書を添付すること。（※７）
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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（※２）
「実務者の氏名」には、
「二 経
営革新等支援業務の実施体制」に記
載した者のうち、経営革新等支援業
務の統括責任者、当該統括責任者を
補佐する者及び当該経営革新等支
援業務を行う者の氏名を記載するこ
と。
（※３）申請者が個人の場合、
「所属
部署」は、
「－」とすること。
（※４）実務経験の内容に計画を記載
する場合、国の認定制度（
「経営革
新計画」等）に基づく計画に限らず、
それ以外の幅広い事業計画を含む。
（※５）経営革新等支援業務の統括責
任者、統括責任者を補佐する者及び
当該経営革新等支援業務を行う者
の実務経験を記載すること。
（※６）実務者が複数いる場合におい
ては、
実務経験年数を通算すること。

（※７）備考１は独立行政法人中小企
業基盤整備機構にて指定された研
修を受講し、試験に合格した旨の証
明書を添付すること。

--------------------------------------------------------（記載例）----------------------------------------------------------------様式第１（第二条第二項関係）
実 務 経 験 証 明 書
下記の者は、中小企業等に対する支援に関し、３年以上の実務経験を有することに
相違ないことを証明します。
平成○○年○○月○○日

（※１）申請者が法人の場合は、代表
権を持つ者の氏名を記載。
（個人の
場合は個人名を記載。
）押印は、実
印を使用のこと。

○○県○○市○○ ○－○－○
○○○○株式会社
証明者 代表取締役社長 ○○ ○○ 印（※１）
（※５）

実務者の氏名 所属部署
（※２）

○○ ○○

実務経験の内容

（※３）

営業課

税務相談・申告等（ 平成○○年○○月から○○年○○月
○件）
経営相談・経営改善

○○ ○○

営業課

実 務 経 験 年 数

（※４）

計画の策定支援
（○
件）

まで

（※３）申請者が個人の場合、
「所属
部署」は、
「－」とすること。

平成○○年○○月から○○年○○月
まで

年 月から 年 月 まで
合計

（※２）
「実務者の氏名」には、
「二 経
営革新等支援業務の実施体制」に記
載した者のうち、経営革新等支援業
務の統括責任者、当該統括責任者を
補佐する者及び当該経営革新等支
援業務を行う者の氏名を記載するこ
と。

満○○年○○月（※６）

備考
１ 同等以上の能力を有している場合は、その証明書を添付すること。（※７）
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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（※４）実務経験の内容に計画を記載
する場合、国の認定制度（
「経営革
新計画」等）に基づく計画に限らず、
それ以外の幅広い事業計画を含む。
（※５）経営革新等支援業務の統括責
任者、統括責任者を補佐する者及び
当該経営革新等支援業務を行う者
の実務経験を記載すること。
（※６）実務者が複数いる場合におい
ては、
実務経験年数を通算すること。

（※７）備考１は独立行政法人中小企
業基盤整備機構にて指定された研
修を受講し、試験に合格した旨の証
明書を添付すること。

６．反社会的勢力等を排除するための欠格条項について
申請時に欠格条項に該当しない旨の確認を行うための誓約書です。
--------------------------------------------------------（記載例）-------------------------------------------------------（※１）
本誓約書についても２部必要。

様式第１（第二条第二項関係）
誓

約

書（※１）

平成○○年○○月○○日
（※２）
宛先は申請書と合わせること。

○○財務局長 ○○ ○○ 殿（※２）
○○経済産業局長 ○○ ○○ 殿（※２）

○○県○○市○○ ○－○－○
○○○○株式会社（※３）
代表取締役社長 ○○ ○○ 印（※４）

（※３）会社名は略称を用いず、正式
名称を記載し、法人の場合は代表権
を持つ者の氏名を記載。
（個人の場
合は個人名を記載。
）
（※４）押印は、実印を使用のこと。

（※５）申請者が法人の場合、
「
（私）
」
を削除すること。

当社（※６）（私）（※５）は、中小企業等経営強化法第 21 条第１項に基づく経営革
新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第２条第１項第３号イからチまでのいず
れにも該当しない者であることを誓約いたします。

備考
１ 申請者が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる
事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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（※６）申請者が個人の場合、
「当社」
を「私」にすること。

