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別紙資料１別紙資料１別紙資料１別紙資料１[[[[エコマーク使用料金のエコマーク使用料金のエコマーク使用料金のエコマーク使用料金の算定と算定と算定と算定とお支払いについてお支払いについてお支払いについてお支払いについて]]]]
１．エコマーク商品売上高の報告１．エコマーク商品売上高の報告１．エコマーク商品売上高の報告１．エコマーク商品売上高の報告

1.1  1.1  1.1  1.1  エコマーク商品の合計売上高実績の報告エコマーク商品の合計売上高実績の報告エコマーク商品の合計売上高実績の報告エコマーク商品の合計売上高実績の報告

エコマーク使用料は、エコマーク使用者ごとに定まる使用料支払いの対象となる 1年間
(「エコマーク使用規定」参照) について、保有する全エコマーク認定商品について一括
してお支払いいただきます。この際に、エコマーク使用料の算定に用いる認定商品に関す

る売上高は、原則として、下記報告書提出時の直近 12ヶ月間の実績値を用います。すな
わち、使用契約を結んでいる全てのエコマーク商品の合計実績売上高（出荷販売高。以下、

同じ）を「エコマーク商品売上高（出荷販売高）実績報告書」により、エコマーク事務局

へ提出していただきます。異なる類型にまたがる認定商品も、全て合算して扱います。エ

コマーク使用料は、この報告書に基づいて算定されます。

上記実績報告書の提出時期は、初めてエコマークを取得する場合には、「エコマーク商

品認定・使用申込書」と同時に事務局まで提出してください。2年目以降は、その年のエ
コマーク使用料の支払い対象期間が開始する 30日前までに、提出をお願いします。
なお、直近の 12 ヶ月による実績値の集計が困難なエコマーク使用者については、エコ
マーク使用料算定期間として、便宜的に上記に代えて、直近の 4半期単位、半期単位の 1
年間、あるいは 1年単位の決算結果に基づく実績売上高を用いることも認めます注）。

注）この算定に係る便宜上の期間設定方法による場合には、商品ごとに同一の方法を採り、年間の

オーバーラップ部分や不連続部分がないこととします。

1.21.21.21.2　エコマーク商品の合計売上高推定の場合の報告　エコマーク商品の合計売上高推定の場合の報告　エコマーク商品の合計売上高推定の場合の報告　エコマーク商品の合計売上高推定の場合の報告

上記 1.1 項において、保有する全エコマーク認定商品について、直近 12 ヶ月の合計売
上高の実績値を確定することができない場合（すなわち、まだ販売されていない商品を含

む場合など）には、一部商品の売上高を推定して「エコマーク商品売上高(出荷販売高)推
定報告書」をエコマーク事務局に提出いただきます。この場合には、翌年の「エコマーク

商品売上高実績（または推定）報告書」を提出する際に、同時に前年の「エコマーク商品

売上高(出荷販売高)確定報告書」をエコマーク事務局に提出いただきます(下図１参照)。

1.31.31.31.3　エコマーク使用者が支払い対象期間中に新たな商品認定を受けた場合の合計売上高　エコマーク使用者が支払い対象期間中に新たな商品認定を受けた場合の合計売上高　エコマーク使用者が支払い対象期間中に新たな商品認定を受けた場合の合計売上高　エコマーク使用者が支払い対象期間中に新たな商品認定を受けた場合の合計売上高

報告報告報告報告

この場合には、新たな認定商品について使用契約を結ぶ際に、売上高の修正報告をする

必要はありません。上記 1.2項と同様に、翌年の「エコマーク商品売上高実績（または推
定）報告書」を提出する際に、新たに認定を受けた商品の売上高を加えた「エコマーク商

品売上高(出荷販売高)確定報告書」を、エコマーク事務局に提出いただきます(下図１参照)。

別添４．
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1.41.41.41.4　エコマーク使用料金改定移行期間中の売上高報告　エコマーク使用料金改定移行期間中の売上高報告　エコマーク使用料金改定移行期間中の売上高報告　エコマーク使用料金改定移行期間中の売上高報告

末尾の「附則（制度移行時の合計売上高(出荷販売高)算定の経過的措置）」を参照くださ
い。

（１）エコマーク商品の合計売上高（出荷販売高）実績を報告する場合

エコマーク使用契約締結日

　　　　　売上高報告日

A商品

B商品 既納分 商品追加

C商品 　　
（旧料金体系か
らの認定商品）

「エコマーク商品売上高（出荷販売高）実績報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）実績報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）実績報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）実績報告書」
　・1年分の売上（直近12ヶ月間の実績値）を申告
　　⇒向こう1年分のエコマーク使用料を算定
　　　（ただし、C商品は月数按分） 「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」

　・追加商品の売上高（エコマーク使用期間の実績値）を申告
　　⇒支払い対象期間の使用料の修正
　　⇒精算（翌年の支払いで差額調整）

（２）エコマーク商品の合計売上高（出荷販売高）推定を報告する場合

エコマーク使用契約締結日

　　　　　売上高報告日
　　　　

A商品

B商品

C商品 （販売実績なし）

「エコマーク商品売上高（出荷販売高）推定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）推定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）推定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）推定報告書」 　
　・1年分の売上（A商品の直近12ヶ月間
　の実績値とB、C商品の推定値）を申告
　　⇒向こう1年分のエコマーク使用料を算定

「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」「エコマーク商品売上高（出荷販売高）確定報告書」
　・商品ＢおよびＣについて1年分の売上高（直近12ヶ月間
　　の実績値もしくは実績見込み値）を申告
　　⇒支払い対象期間の使用料の修正
　　⇒精算（翌年度の支払いで差額調整）

図1　エコマーク使用料算定のための売上高計上期間（各1年間）と支払対象期間の説明図　　図1　エコマーク使用料算定のための売上高計上期間（各1年間）と支払対象期間の説明図　　図1　エコマーク使用料算定のための売上高計上期間（各1年間）と支払対象期間の説明図　　図1　エコマーク使用料算定のための売上高計上期間（各1年間）と支払対象期間の説明図　　

支払い対象期間

12ヶ月間

12ヶ月

支払い対象期間

売上高を推定

売り上げ

使用契約の更新日

C商品の支払
い対象期間
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２．エコマーク使用料の算定２．エコマーク使用料の算定２．エコマーク使用料の算定２．エコマーク使用料の算定

エコマーク事務局は、前項で報告されたエコマーク商品の合計売上高実績値または推定値

に基づいて、エコマーク使用料を算定します。

新しいエコマーク使用料は、1 社ごと注）に保有するすべてのエコマーク認定商品の合計
売上高に応じて、下図 2のように定まります。

注）「1社あたり」の区分は、商業登記簿謄本に登録された法人または個人(個人商店)ごととする。

マーク使用料の下限額は 1 万円（年・１社あたり）となります。売上高の上昇に伴って、使用料

曲線の傾き（区間負担率）は 3 段階で漸減し、上限額は 100 万円（年・１社あたり）となります。

エコマーク使用料の具体的な算定は、下に示す表１の値を用いて、表 2 のように行います。

表１　エコマーク使用料に関する売上高区分ごとの負担率

１社あたりの認定商品合計の売上高区分

A B C D E

1,000 万円以

下

1,000 万円超

～1 億円以下

1億円超

～10 億円以下

10 億円超

～41.5 億円以下

41.5 億円以上

区間内での

負担率
― 0.100% 0.065% 0.010% ―

１社あたり

の年間使用

料

（一定）1 万円
１万円～10 万

円

10 万円～68.5

万円

68.5 万円～100万

円
(一定)100 万円

（1 社、1年当りのエコマーク使用料）

区間負担率

     　　　　　　 ← 0.1%　→← 0.065% →←      0.01%      →

                                                                            

　

　　

下限額 1111 万円万円万円万円

　　　　　↓

　　　　　

0

　　   A　     　 B　       C  　　　     　Ｄ          　    E
  （～1000 万以下）　　（1000 万超～ 　 （1 億超～   　　　   （10 億超～    　　　　　  　　（41.5 億超～）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 億以下）　　　　10 億以下）　　　　　　　41.5 億以下）

図図図図 2222　エコマーク使用料算定の説明図　エコマーク使用料算定の説明図　エコマーク使用料算定の説明図　エコマーク使用料算定の説明図

←上限額 100100100100 万円万円万円万円

売上高（円）
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表２　エコマーク使用料の算出方法

合計売上高 使用料（円／年）の算定式 使用料金範囲（税別）
A.0～1,000万円以下 一律 10,000 円 1万円

B.1,000 万円超～1 億
円以下

10,000 + 0.001×(売上高χ－10,000,000) 1万円～10万円

C.1 億円超～10 億円
以下

100,000＋0.00065 ×（売上高χ－100,000,000） 10万円～68万 5千円

D.10 億円超～41 億 5
千万円以下

685,000 ＋0.0001 ×（売上高χ－1,000,000,000） 68万 5千円～100万円

E.41億 5千万円超 一律 1,000,000円 100万円

３．エコマーク使用料のお支払いと調整３．エコマーク使用料のお支払いと調整３．エコマーク使用料のお支払いと調整３．エコマーク使用料のお支払いと調整

3.13.13.13.1　エコマーク使用料のお支払い　エコマーク使用料のお支払い　エコマーク使用料のお支払い　エコマーク使用料のお支払い

上記算定の後、エコマーク事務局から、エコマーク使用者に対して「エコマーク使用料

請求通知」を発送します。エコマーク使用者は、この通知を発送後 60日以内に、一括し
てエコマーク使用料をお支払いください。

エコマーク使用料は表２より求め、1,000 円未満は切り捨てて、1,000 円単位で算定さ
れます。なお、使用契約期間が 1年間に満たない認定商品の使用料については（図１参照）、
当該商品のエコマーク使用料算定期間は、その使用契約期間に短縮されます。この場合、

エコマーク使用料は、必要な場合には、契約期間の日数により月単位、4半期単位、半期
単位の 1年間、あるいは年単位決算の売上高から、按分して求めることを認めます。

3.23.23.23.2　エコマーク使用料の調整手続き　エコマーク使用料の調整手続き　エコマーク使用料の調整手続き　エコマーク使用料の調整手続き

3.2.13.2.13.2.13.2.1　エコマーク商品売上高の確定値報告　エコマーク商品売上高の確定値報告　エコマーク商品売上高の確定値報告　エコマーク商品売上高の確定値報告

1.2項で述べた「エコマーク商品の合計売上高に推定を含む場合」、または、1.3項で述
べた「支払い対象期間中に新たな商品認定を受けた場合」には、エコマーク使用者はエコ

マーク使用料の対象となる期間(通常 1年間)の末において、「エコマーク商品売上高（出
荷販売高）確定報告書」を事務局へ提出してください。

「エコマーク商品売上高の確定値報告書」の提出は、次年のマーク使用料支払い手続き

における「エコマーク売上高実績（または推定）報告書」の提出と同時に、支払い対象期

間が開始する 30日前までに行ってください。

3.2.23.2.23.2.23.2.2　エコマーク使用料の調整　エコマーク使用料の調整　エコマーク使用料の調整　エコマーク使用料の調整

3.2.1項の規定による算定の結果、既に支払ったエコマーク使用料と、当該期間の確定
値を用いて計算したエコマーク使用料とに過不足が生じた場合には、1,000円単位でその
過不足額を、次期契約期間のエコマーク使用料の支払いにおいて調整します。1,000円未
満の過不足額は、切り捨てるものとします。
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ただし、次期の使用契約がない場合、その過不足額を支払いまたは徴収するものとしま

す。また、次期に支払うべきエコマーク使用料よりも調整還付額が多い場合には、その超

過額は次々期の使用料に充当するものとします。

４．４．４．４．エコマーク使用者における担当窓口エコマーク使用者における担当窓口エコマーク使用者における担当窓口エコマーク使用者における担当窓口

エコマーク使用料の１社ごとのエコマーク商品合計売上高へのリンクに伴い、各エコマー

ク使用者において、新たにひとつの支払い担当窓口を指定していただきます。

各エコマーク使用者における担当者の役割分担は、以下のようになります。

表３　エコマーク使用者における担当窓口の役割

担当業務 改定前担当者 改定後担当者

エコマーク使用申込 申込商品ごとの申込担当者 変更なし

エコマーク使用契約 認定商品ごとの担当者 変更なし

使用料の支払 同上 一企業ごとの支払い担当者

商品売上高、などの報告 ― 支払い担当者

認定基準の制・改定、廃

止等の案内（『エコマーク

ニュース』の送付先）

認定商品ごとの担当者 変更なし

連絡先担当者と所掌事務の関係

（改定前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（改定後）

連絡先担当者（認定商品ごと）

・ 使用契約の締結･更新

・ エコマーク認定申込

・ 使用料の支払

・ 商品の追加変更等

契約担当者（一企業ごと）

・ 商品売上高の申告

・ 使用料の支払

連絡先担当者（認定商品ごと）

・ エコマーク認定申込

・ 使用契約の締結

・ 商品の追加変更等

附則（制度移行時の合計売上高算定の経過的措置）

2005年 3月 31日までに、これまでの商品単価リンク方式でマーク使用料を払い、エコマ
ーク使用契約を締結している製品については、当該エコマーク使用契約の満了まで、その

契約は有効です。したがって、当該商品については、その使用契約満了までの売上高につ

いては、エコマーク事務局に提出する合計売上高に含める必要はありません。

2005年 4月 1日以降に、当該エコマーク商品の使用契約が終了する際に、継続してエコ
マークの使用を希望される場合には、改めて売上高リンクのマーク使用料に移行しての使

用契約を結んでいただくことになります。この場合、すでに売上高リンクのエコマーク使
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用契約を締結されている企業においては、図 1中の「（１）エコマーク商品の合計売上高(出
荷販売高)実績を報告する場合」の商品 Cの例に示すように、当該企業の支払い対象期間中
における、C 商品の上記契約満了後の売上高を当該期間の「エコマーク商品売上高(出荷販
売高)実績報告書」に含めて報告してください。


