
 

令和  年  月  日 

株式会社日本政策金融公庫 御中 

  （国民生活事業） 

住    所  

商号又は名称                    

代 表 者 名               

 

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 

 

次表のとおり、新型コロナウイルスの影響により最近１ヵ月の売上高が５％以上減少している

ことを申告します。 
 

 年月 金額 

最近１ヵ月の売上高（①）      年   月  千円 

□ 業歴が１年１ヵ月以上の方 

⇒ 前年（前々年）同期の売上高をご記入ください。   

 前年（前々年）同期の売上高（②）      年   月 千円 

□ 業歴が３ヵ月以上１年１ヵ月未満の方 

⇒ 過去３ヵ月間の平均売上高、令和元年 12 月の売上高または令和元年 10月から令和元年 12月

までの平均売上高をご記入ください。 

 過去３ヵ月間の平均売上高（③） 千円 

 

最近１ヵ月の売上高      年   月   千円 

２ヵ月前の売上高      年   月 千円 

３ヵ月前の売上高      年   月 千円 

令和元年 10 月から令和元年 12月までの平均売上高（④） 千円 

 令和元年 12月の売上高（⑤） 千円 

令和元年 11 月の売上高 千円 

令和元年 10 月の売上高 千円 

（注）１ 業歴１年１ヵ月以上の方は、①の金額が②の金額と、業歴が３ヵ月以上１年１ヵ月未満の方

は、①の金額が③、④または⑤の金額と比較して５％以上減少している方が対象となります。 

２ 確定申告決算書、試算表、売上帳等に基づき正確に記載してください。 

３ 後日、公庫から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。    

他の金融機関の借入金のお借換えにはご利用いただけません。 
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  Y  M  D 

To Japan Finance Corporation 

(to National Quality-of-Life Department) 

Address;  

Company Name;         

President; 

 

 

Declaration Form of Decrease in Income due to the Coronavirus(covid19) 
 

 

I hereby declare that the last month’s sales amount has decreased by more than 5% 

due to the Coronavirus, as follows; 

 

 Year/Month Amount 

Sales for the Last month（①）      Y   M  thousand yen 

□ have been operating for over one year and a month 

⇒ please fill out the sales amount of the same period last year (or two years ago)   

 Sales for same period last year (or two years ago)（②）      Y   M thou. yen 

□ have been operating for over 3 months but less than one year and a month 

⇒ please fill out the average sales amount of past 3 months, sales amount of Dec. 2019, 

or the average sales amount from Oct. to Dec. 2019. 

 the average sales amount of past 3 months（③） thou. yen 

 

Sales for last month      Y   M   thou. yen 

Sales for 2 months ago      Y   M thou. yen 

Sales for 3 months ago      Y   M thou. yen 

the average sales amount from Oct. to Dec. 2019（④） thou. yen 

 Sales for Dec.2019（⑤） thou. yen 

Sales for Nov. 2019 thou. yen 

Sales for Oct. 2019 thou. yen 

Note）1. If you have been operating for over one year and a month, amount ① should be decreased by 

more than 5% compare with amount ②. On the other hand, if you have been operating for 

over 3 months but less than one year and a month, amount ① should be decreased by more 

than 5% compare with amount ③、④ or ⑤. 

２ Please fill out correctly based on tax filing, trial balance ,the sales record and the like. 

３ After you submit this application form, when we’ll ask some additional documents which can 

prove more detail, please submit or show them to us. 

Don’t use this special loan for getting back OTHER BANK LOAN. 
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This is translated version by  
  Nagaoka Reiko Accounting Office. 
Please fill out official one (above) for 
submission and use this just as reference. 


