
（様式　留コ１）
(Form RC1)

Comparison of Income in 2019 (or 2020) and the above Estimated Income
　2020年度（2019年分）所得・課税証明書 及び 同年分の源泉徴収票 をあらかじめ準備して，それら基づき，左側の2019年（又は2020年）の年間収入を
記入してください。また，上記①により推算した年間収入を，右側に記入してください。

Prepare Certificate of Income and Taxation for 2019 (FY2020) and Gensenchoshu-hyo  for 2019 beforehand, then fill in the boxes on the left side below based on
both of them. Attach them to your application. Also, fill the boxes on the right side based on the above ①.

① 直近３か月分の収入を４倍して，年間収入を推算する。

② ２０１９年（又は２０２０年）の年間収入と，上記①により推算した年間収入を比較する。

新型コロナウイルス感染症による家計急変状況申告書【2021年度 後半期】
Statement for Rapid Deterioration of Income Situation due to the Influence of the COVID-19 【2st Semester, AY2021】

Estimated Income Amount in 2021 after a Rapid Deterioration of Income Situation due to the Influence of the COVID-19
　直近３か月分の収入を証明した（様式留５）給与等支給（見込）証明書を取得・作成して，それらを基に，下欄を記入してください。取得・作成した様
式留５は，この申告書に添付して，提出してください。

Prepare the Form R5 that is certified payment for the latest 3 months beforehand, then fill in the boxes below based on your Form R5. Attach your Form R5 to the
application.

【添付書類 / Documents you are required to attach to this form 】
(1) 直近３か月分の収入に関する書類は，以下を提出してください。 支払見込額ではなく，直近３か月に実際に支払われた額により作成してください。

Attach following form to your application. Certificate including expected payment will not be accepted. Payment for the latest 3 months is required to be certified.
○ （様式留５）給与等支給（見込）証明書 /  Form R5   Certificate of (Expected) Salary Paymant

(2) 2019年1月〜12月の収入に関する書類を提出する場合は，以下の両⽅を提出してください。
Attach both Certificates below to your application, in case of you fill the above left boxes with your income from January to December, 2019.
○ 2020年度（2019年分）所得・課税証明書 /  Certificate of Income and Taxation for 2019 (FY2020)
○ 2019年分の源泉徴収票（写） /  Withheld Tax Slip for 2019 (Photocopy)  /  Gensenchoshu-hyo for 2019 (Photocopy)
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