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０．はじめに 
 
本マニュアルは、助成事業者の事務処理が円滑に実施されることを目的としています。 
助成事業者は、助成事業に係る物件の入手、費用の発生にあたって、価格の妥当性及び適切な経理処理

などについて、第三者に対し合理的に説明・立証する必要があります。従って助成事業に係る証拠書類を

整理・保管し、助成事業に係る資金支出額を明確にしなければなりません。 
 
◎本マニュアルにおいて対象とする助成事業 
「課題設定型産業技術開発費助成事業」 

 
◎助成事業の根拠法令等 
①補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 
（以下「適正化法」と省略します。） 

②補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号） 
③課題設定型産業技術開発費助成金交付規程（平成１５年１０月１日） 
（以下「交付規程」と省略します。） 

 
 
１．助成事業の概要 
 
（１）助成金とは 

助成金とは、一般に、国以外の者の行う事業・事務に対し、その事業や事務の実施に資するために

国から交付される金銭的給付を言います。 
助成事業が、ＮＥＤＯで一般的な委託事業と比較して異なる点は、助成事業の事業実施主体が当該

助成事業者であることに対し、委託事業の実施主体はNEDO等の委託元であることです。従って、 
助成事業者の権利義務や対象となる経費等について、委託事業の場合と異なる事項があります。 

 
（２）目的 

本助成金は、民間事業者等の行う産業技術に関する研究開発を助成することにより、我が国産業の

持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的と 
します。 

 
（３）助成事業者の義務 
①助成事業者は、技術開発を責任をもって実施し、その開発成果の企業化に努めなければなりません。 
②助成事業者は、適正化法及び交付規程等の規定を遵守しなければなりません。 

 
（４）助成事業の成果（知的財産権等）の帰属 

助成事業の実施によって得られた知的財産権等の研究成果は、助成事業者に帰属します。 
※助成事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権(注)等を助成事業年度又は助成事業年度の終了

後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、

産業財産権等届出書（様式第５）を提出していただきます。（交付規程 第９条第１項第１５号） 

注：知的財産戦略大綱に基づき、「工業所有権」に替えて「産業財産権」という言葉を用います。 
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（５）助成事業で取得した財産の取り扱い（交付規程 第９条第１項第１６号・第１７号、第１５条、第１６条） 
当該助成事業で取得した技術開発設備等の財産所有権は、助成事業者にあります。ただし、助成金

執行の適正化の観点から、下記①及び②に該当する財産について、「助成金の交付の目的に反して 
使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合（交付規程上「処分」と定義 
されています。）」には、あらかじめNEDOの承認を受ける必要がありますので、留意してください。 
①処分が制限されている財産は、「取得価格が単価５０万円以上（税抜）の財産」です。 
②処分を制限する期間（取得年月日からの年数）は、「昭和５３年通商産業省告示第３６０号」を 
準用します。本告示に定めのない事業は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）」において、「耐用年数」を「処分制限期間」と読み替えて適用します。 
 
ご参考 ： 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（抄）（昭和４０年大蔵省令第１５号） 

尚、上記①及び②に該当する処分制限財産について、処分により収入が生じたときは、収入金報告

書（様式第１３）を提出していただき、NEDOの請求に応じその収入の一部を納付していただきます。 
 
（６）圧縮記帳（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第４２条） 

本助成金は、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第７９条第１項第５号に該当するので、

圧縮記帳を行うことができます。（詳しくは貴機関の税務ご担当者にご確認ください。） 
 
（７）既存のNEDO研究資産の使用について 

以前にNEDOからの委託事業を実施したことによって、NEDO所有の研究資産を保管されており、
今回の助成事業のためにそれらの使用が必要不可欠な場合には、事前に当該資産のNEDO担当部署
（委託事業の担当部署）に連絡していただき、許可を受けてください。 

 

（８）助成期間について 

本助成事業は、複数年に亘る事業期間の交付決定を行う場合があります。交付申請時にＮＥＤＯ 

担当者にご確認ください。 

「
処
分
制
限
期
間
」
と
読
み
替
え 

種　類 細　目 耐用年数

建物及び
建物附属設備

建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁
しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室に
するために特に施設した内部造作又は建物附属設備

５年

風どう、試験水そう及び防壁 ５年

ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用
途に使用するもの

７年

工　具 ４年

器具及び備品 試験又は測定機器、計測機器、撮影機及び顕微鏡 ４年

汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用
金属加工機械その他これらに類するもの

７年

その他のもの ４年

ソフトウエア ３年

別表第八　開発研究用減価償却資産の耐用年数表

機械及び装置

構　築　物
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（９）助成事業の内容の変更（交付規程 第１１条） 
助成事業の内容に変更がある場合には、事前にNEDO担当者までご相談ください。 

手続きの概要は次のとおりです。 

①次のいずれかに該当するときは、あらかじめ、（様式第７）による「計画変更承認申請書」を

提出していただき、NEDOの承認を受けてください。 
（ⅰ）助成事業の実施方法等「主要な内容を変更」しようとするとき。 

（ⅱ）助成事業の「期間を変更」しようとするとき。 

（ⅲ）「助成対象費用の配分を変更」しようとするとき。 

（ただし、確定検査時等に交付規程に定められた範囲内の配分変更（流用）を行う場合

は、承認申請は不要です。流用については、２．３（Ｐ６）を参照してください。） 

②（ⅰ）～（ⅲ）のいずれにも該当しない「軽微な変更」については、（様式第８）による 

「計画変更届出書」を提出してください。 

 

（10）助成継続の可否判断について 
助成事業者には、次年度の交付申請に先立ち、当該年度の進捗等についてご報告いただきます。 
その結果によっては、次年度以降の助成継続が認められないことがあります。 

 
（11）収益納付（交付規程 第２４条） 

助成事業者は、助成事業に基づく収益があったときは、助成金の確定額の合計額を上限として、 
助成事業終了後５年間、収益の一部を納付していただくことになります。 
納付額算出方法の概要は次のとおりです。 

「基準納付額」＝（「本年度収益額」－「控除額」）×「助成金確定額」÷「助成事業に係る支出額」 

（＊１）   （＊２）               （＊３） 
（＊１）「（助成事業に係る）本年度収益額」とは、助成事業の実施結果の企業化、産業財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他

当該助成事業の実施結果の他への供与による「総収入額」から「総収入を得るに要した額」を差し引いた額をいいます。 

（＊２）「控除額」とは、助成事業に係る支出額のうち、助成事業者が自己負担によって支出した額の５分の１をいいます。 

「控除額」＝（「助成事業に係る支出額」－「助成金確定額」）÷５ 

（＊３）「助成事業に係る支出額」とは、助成事業が完了した年度までに助成対象費用として支出されたすべての経費をいいます。 

 

（12）不法行為等に対する処分 
助成金の交付は、NEDOが助成事業者に対して行う反対給付を求めない片務契約ですので、これを

受け入れる者に対し、有効かつ適正な使用を求めています。このため、申請・報告等が義務付けられ

ており、特に以下の事項について違反した助成事業者に対しては、交付規程及び交付決定通知書の 
条件に基づき助成金交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることがあります。

（返還金に対する加算金を賦課することもあります。）また、適正化法に基づく罰則規定（刑事罰）

の適用もありうるので充分留意してください。 
①助成金及び助成事業により取得した財産等の他の用途への無許可使用 
②交付決定の内容又は交付条件に対する違反 
③法令又は国の処分に対する違反 
④NEDOとの助成事業等に関する不正、怠慢その他不適当な行為 
⑤定められた必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 
○交付規程 ： 第９条、第１５条、第１６条、第１８条、第１９条 
○適正化法 ： 第３条（関係者の責務）、第１１条（善管注意義務）、第２３条（立入検査等）、 

第２９～３２条（罰則規定） 
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２．事業対象経費と対象外経費 
 
２．１ 事業の対象とすることができる経費 
 
次の①及び②に該当する経費を、事業対象経費とします。 
①当該研究開発に直接関わる経費（Ⅰ設備費、Ⅱ労務費及びⅢその他経費） 
※各費目の詳細は、下表（助成対象費用）を参照してください。 

②事業の実施期間中に、支払まで完了している経費（原則として） 
※２．２（１）（Ｐ５）を参照してください。 

 
（表）助成対象費用 

    費 目                   助成の対象となる費用 
1. 設計費 研究開発（試作品の試験・評価を含む。以下同じ。）に必要な設計費（自社で行う

ものに限る。）。 
※自社で機械等を設計する際に用いられる「設計単価」を用いても構いません。 
ただし、設計単価の根拠となる説明は必須となります。 

2. 建設費 建物の建造、改造、購入、借用に要する費用（ガス、水道、暖房、照明、通風等建物

に付属する施設の買受けに要する経費を含む。）であって、専ら申請に係る研究開発

に使用され、かつ、当該研究開発に必要不可欠なもの。 

Ⅰ 
 
設

備

費 

3. 機械装置
等購入費 

研究開発に必要な機械装置、工具器具備品（木型、金型、試験器具を含み、耐用年数

１年以内のものを除く。）の購入、製造、改造、借用、修繕又は据付けに必要な経費。

※大型装置を購入する場合は、レンタル等も検討し安価な方を採用してください。

Ⅱ 労務費 研究開発職員、工員等、研究開発に直接従事する職員に対する人件費。 
※健保等級に基づく労務費単価表の単価に基づいて算定することを原則とします。

1. 材料費 研究開発を行うために直接必要な原材料及び消耗品費。試作品の製造に必要な経費を

含む。 
2. 外注費 研究開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試作品の試験・評価等の外注に必要

な経費。 
※技術開発要素のない部分を外注・請負の形で出すための経費。 

3. 諸経費 研究開発を行うために直接必要な旅費、文献購入費、光熱水料、コンピュータ使用料、

試料分析鑑定料、試作品運搬料、傭上費、技術指導の受入れ等に必要な経費。（注１）

Ⅲ 
 
そ 
の

他

の 
経

費 4. 委託費・ 
共同研究費 

助成事業のうち申請者以外の参加機関が行う研究開発に必要な経費。当該経費の算定

に当たっては、上記ⅠからⅢ（設備費、労務費、その他の経費）に定める項目に準じ

て行う。（注２） 
 
（注１）借料等、期間を定めた契約における助成対象費用の算出方法は、資料１（別冊のⅡ．様式・資

料集（ワード）に収容）を参照してください。 
（注２）委託費・共同研究費の積算は、「（様式第１）助成金交付申請書（添付資料２）（別紙）」の 

「助成事業に要する費用、助成対象費用及び助成金の額」の要領で作成してください。 
この際、国立機関等（Ｐ１６）に対する委託費・共同研究費の中で「一般管理費」を積算する 
場合には、「Ⅲ その他の経費 3. 諸経費」の中に記載してください。 
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２．２ 事業の対象とすることができない経費 
 
（１）全般 
・交付決定日以前に発注した物品等の経費は認められません。 
（見積仕様書・見積書の日付は、交付決定日以前でも構いません。） 
・原則として、事業の実施期間内に支払を完了できない経費は認められません。 
ただし、事業の実施期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているもの（検収が完了している

もの）であって、実施期間中に支払われていないことについて「相当な事由」があると認められる 
もののうち、その支払期限が実施期間終了日の翌月末日までのものについては認められます。 

・消費税は、原則として助成対象費用とはしていませんので、経費は「税抜額」にて算出してください。 
・子会社（直接出資比率１００％）または自社から調達を行う場合、利益相当分が認められない場合が

あります。（資料２（別冊のⅡ．様式・資料集（ワード）に収容）を参照してください。） 
 
（２）費目別 
Ⅰ 設備費 
・装置に組み込む以外のパソコン、デジタルカメラ、プロジェクタなど汎用性の高い物は、原則として

経費としては認められません。必要があればレンタルとしてください。 
・建設費で建物の建造、改造、購入、借用に要する費用は、２．１の表の条件下において経費として 
認められていますが、「土地の購入、借用に関する経費」は認められません。 
・「性能向上等が伴う、既存設備の改造の経費」は認められますが、「既存設備の撤去・整備等の経費」

は認められません。 
Ⅱ 労務費 
・「経理担当者の労務費」は認められません。 
・「NEDOでの説明会等、事務的な会議に要した労務費（及び旅費）」は認められません。 
・出張における労務費については、平日の基準時間内における移動時間は含めてよいですが、基準時間

外や休日における時間（移動時間を含む）は認められません。 
Ⅲ その他の経費 
・「特許調査」は、当該研究開発に直接関わる業務と認めにくいので原則対象としていません。「法令

類の調査」も同様です。ただし、当該研究開発と直接関わる研究開発要素のある調査であることが 
認められるエビデンス（例えば、特許調査書、及びそれに対して自社で当該研究開発との関わりを 
考察したもの）があれば、対象と認められることもあります。 
・事業終了直前の各種調査（ただし、調査がその事業に意味を持つものを除きます。）及び文献購入等

は認められません。 
・当該研究開発と直接関係のない（知見の得られない）学会への出席は認められません。 
・外注・請負について、技術開発要素がある部分を外注・請負の形で出すことは認められません。 
・電話代等の「通信費」（区分不能の場合）、設備等の「減価償却費」は、経費として認められません。 
・特許出願費及び維持費は、原則経費として認められません。ただし、研究開発に直接必要な特許出願

費用（特許法第３６条の規定による特許出願であって、特許法第４１条に規定する優先権主張の基礎

出願の要件を充たす最先のもの。）については、助成対象とします。(NEDO担当者にご相談ください。) 
・銀行振り込みの際の「振込手数料」は、助成対象費用とは認められません。（２．４（１）③（Ｐ６））

を参照してください。） 
・取得設備及び製品に対する「認可取得或いは認定等に係る経費」は認められません。 
・消耗品や原材料等を大量購入し、年度末に大量在庫が発生するような場合、在庫分の費用は認められ

ません。 
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２．３ 流用について（交付規程 第１１条第１項第３号） 
 
「流用」とは、「助成事業に要した費用Ｘ補助率」と「当初の予算額（Ⅰ～Ⅲの費目単位）」とを比較

して、超過した費目と不足した費目がある場合、費目間で金額を移動（配分を変更）することをいいます。 
配分を変更しようとする費目（Ⅰ～Ⅲ）において、そのいずれか低い額の１０分の２を超えない流用が

可能です。（１０分の２を超える場合は、様式第７による計画変更承認申請書の提出が必要です。） 
・Ⅱ労務費の増額流用につきましては、なぜ当初の計画よりも多くの労務費が発生したのかについて、

充分な理由が必要となります。 
・「流用」時において、「助成対象費用」の実績が交付決定額を上回っているにも関わらず、 
「切り捨て」によって「助成金の額」が交付決定額を下回る場合、端数調整を行うことが可能です。

この場合、経費発生状況調書の欄外に「端数調整」と記し、端数調整を行った箇所がわかるように 
しておいてください。 

 
２．４ 経理処理に当たっての注意点 
 
（１）支払について 
支払方法としては、「現金支払」及び「金融機関からの振込支払」のみ認められています。 
①手形取引 
手形払いは、以下の理由により支出額の確定が明確でないため、原則認められません。 

(a)手形が決済できず、不渡りになる可能性があること。 
(b)手形が割り引かれ、業者等に支払われる金額が減額する可能性があること。 

②相殺決済 
助成分決済の事実及び支払の確認が困難なため、原則認められません。 
③振込手数料 
・金融機関への振込手数料は間接経費であり、直接経費として認められません。 
・尚、次の要件を全て充たす事務処理は認められます。 

(a)振込手数料が取引した本体価格の内数であること。 
(b)振込手数料を取引先が負担していることを支払証拠等から確認できること。 

 
（２）端数処理 
金額、単価、時間など実際に支出した経費を算出するとき、小数点以下の端数処理については、国の

基準に準じ、原則「切り捨て」とします。 
消費税控除の計算方法は、助成事業者における社内ルールに従ってください。 

 
（３）ソフトウェアの計上費目について 
ソフトウェアの費目計上については、助成事業者が通常処理されている方法に準拠してください。 

 
３．設計費について 
 
設計費は、「設計単価（円／時間）×従事時間（「従事日誌」で要証明）」で算出します。 
設計単価は、自社で機械等を設計する際に用いられる「単価」を用いても構いません。ただし、算出 
根拠の説明が必須となります。 
自社単価を用いない場合は、「４．労務費について」に準じてください。
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４．労務費について 
 
労務費は「発生ベース」での経費計上とし、従事した月の労務費をその当該月に計上してください。 

 

４．１ 研究員の区分 

 

研究員は、労務費の計上方法の違いにより、以下の４つに区分されます。 

・計上方法の選択は、研究員毎に行います。 

・従事期間中途での（１）⇔（２）間の変更（月単位）も可能とします。 

 

（１）「全ての従事時間」を対象に労務費を計上する研究員 

従事日誌に計上した全ての従事時間（合計）に、NEDOが規定する労務費単価（円／時間）を乗じて、
労務費を算出する研究員です。 

 

【取り扱いルール】 

・「従事日誌」の作成が必要です。 

方式（研究員毎に選択）
労務費の
請求単位

労務費単価
一覧表

従事日誌等

（１）
「全ての従事時間」を対象に
労務費を計上する研究員

時間単位 時間単価用 ・時間単位の「従事日誌」を作成

（２）
「全ての専従日」を対象に
労務費を計上する研究員
【日専従者】

日単位 日専従者用

・日単位の「従事日誌（日専従者用）」
　を作成
　（専従日に○付け、従事時間は記載不要）
・専従証明書は不要

（３）

助成期間の全期間を通し
当該ＮＥＤＯ事業のみに
専従する研究員
【期間専従者】

月単位 期間専従者用
・月単位の「従事月報」を作成
・従事日誌の作成は不要
・あらかじめ専従証明書を提出

（４） 労務費を計上しない研究員 － －
・従事日誌の作成は不要
・検査時に、従事状況を総括して報告
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（２）「全ての専従日」を対象に労務費を計上する研究員【日専従者】 

当該助成事業に「専従した日のみ」の労務費を計上する研究員です。 

 

【取り扱いルール】 

・当該事業に専従した日のみの労務費を経費として計上します。当該事業に専従しなかった日 

（他の業務にも従事した日）の労務費は計上できません。 

・「専従した日」の定義は、次のとおりです。 

①原則として、「所定就業時間内」に当該事業にのみ従事したこと。 

②ただし、その日における「当該事業に係る従事時間の合計」が所定就業時間数に達していれば、 

「専従した」とみなします。 

（即ち、所定就業時間内に突発的に他業務に従事したとしても、その時間分を所定就業時間外に従事

していれば、その日は「専従した日」とみなします。） 

③所定就業時間外に、他業務に従事することは問題ありません。 

④二日以上の専従時間を合算して、専従した日１日分とすることは認められません。 

 

・「専従証明書」の作成は不要です。 

・「従事日誌（日専従者用）」の作成が必要です。 
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（３）助成期間の全期間を通し当該NEDO事業のみに専従する研究員【期間専従者】 
助成期間の全期間または１年以上、当該助成事業のみに専従する研究員です。 

 

【取り扱いルール】 

・「期間専従者」の定義は、次のとおりです。 

○助成期間の全期間を通して当該事業のみに従事し、「他の業務には一切従事しない」ことを代表者

が証明できる研究員。 

○ただし、複数年度交付決定の場合は、当該事業のみに１年以上従事し、「専従期間においては他の

業務には一切従事しない」ことを代表者が証明できる研究員。 

例 ： 助成期間 H17.4.1～H20.3.20、専従期間 H17.7,1～H18.6.30 

・次のような場合は、「他の業務には一切従事しない」とはみなせず、当該研究員は「期間専従者」と

は認定できません。 

○他業務と兼任している場合 

例１：社業としての業務、或いはNEDO以外の者からの業務と混在して従事している場合 
例２：NEDO事業のみに従事しているが、複数のプロジェクトにまたがって従事している場合 

○期中で他業務に従事する場合 

○長期休暇等により「実施計画書 ２．本年度における研究開発の内容」に影響を及ぼす場合（実施

計画書の変更が必要となる場合） 

例 ：連続して２週間超の休暇を取得する場合 

・研究員が、福利厚生或いは庶務等の事由で、ごく一時的に当該助成事業に従事しない（＊）ことが 

あっても「実施計画書 ２．本年度における研究開発の内容」に影響を及ぼさなければ、「他の業務

には一切従事しない」とみなします。 

（＊）の具体的事例は、次のとおりです。 

○所属組織の労務規定で定める有給休暇等の取得 

○労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等 

○所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席 

○当該事業に関連する過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等 

・外来的要因によるやむを得ない事情で、一時的に当該業務に従事できなかった場合は、当該月の労務

費についてのみ、就業日数における「日割」での減額を行います。 

例１：「産休、或いはケガ・病気で入院」の事由により、連続して２週間超の休暇を取得する場合 

例２：プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合 

この場合、「従事月報」の「３．その他特記事項」欄に「当該業務に従事できなかった理由及びその

期間」について記載してください。 

・欠勤等により給与支給額の減額がある場合も、上記と同様、当該月の就業日数における日割での減額

を行います。 

・専従期間中に「期間専従者」でなくなる事由が発生した場合、当該研究員が助成事業に従事した期間

の労務費は請求できません。ただし、以下の場合はこの限りではありません 

①外的要因でやむを得ない事情等により、事前に実施計画の変更申請がなされ、承認が得られた場合 

例１：「産休、或いはケガ・病気で入院」の事由により、専従者でなくなる場合 

例２：出向者の場合で、出向元の事情で出向者でなくなる場合 

②中途退職を予定した専従者について、事前に実施計画の変更申請がなされるとともに当該研究員の

従事期間における研究成果が提出され、承認が得られた場合 
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・「期間専従者」については、次の対応が必要です。 

①実施計画書において、当該研究員が「専従であること」及び「月額で算定した労務費で請求する 

こと」を明記すること 

②所属機関の代表者が、「当該研究員が専従」である旨を文書（専従証明書）で証明すること 

③所属機関の代表者は、期間専従者に当該NEDO事業のみに従事することとなる旨、人事担当者より
適切な方法によって通知すること。 

・期間専従者の「従事日誌」の作成は不要です。「従事月報」を作成してください。 

（従事月報には、従事日誌と同様、業務管理者の確認が必要です。） 

・助成事業者との通常の打ち合わせ及び中間検査・確定検査時において、研究員本人（任意に抽出）に

ヒアリングするなどして、労務実態（専従の有無等）につき確認させていただきます。 

 

 

（４）労務費を計上しない研究員 

事務負担の軽減等により効果的な事業の推進が可能となる場合に、労務費の計上を行わない研究員 

です。 

 

【取り扱いルール】 

・助成事業者からの希望があれば、一部または全員の研究員の労務費を請求しないことができます。 

（その旨を実施計画書に記載してください。） 

・この場合、労務費を請求しない研究員に係る「従事日誌」の作成は不要です。ただし、次の二つの点

につき、対応をお願いいたします 

①実施計画書作成上の注意点 

労務費を計上する研究員と同様、当該助成事業に従事する研究員に関する情報を明確に実施計画書

に記載してください。具体的には、「３．研究開発の体制等」において、各研究員がどのテーマに

関与するのか確認できるように記載してください。 

②検査時における実績の提出 

具体的な研究内容を確認するため、次の書類の提示が必要です。 

○確定検査時 

「労務費を計上しない登録研究員の従事状況」を、「実績報告書」に添付して提出して 

ください。 

○中間検査時 

「事業進捗状況報告書」に、労務費を計上しない研究員ごとに具体的な研究内容を記載して 

提出してください。 



 11

４．２ 労務費単価一覧表の適用方法 

 

研究員の区分に基づき､以下の３つの労務費単価一覧表を適用します。 

研究員の区分 適用する単価表の種類 単価 

４．１（１）全ての従事時間を 

労務費に計上する者 

４．２．１ 労務費単価一覧表（時間単価用） 時間給

４．１（２）日専従者 ４．２．２ 労務費単価一覧表（日専従者用） 日額 

４．１（３）期間専従者 ４．２．３ 労務費単価一覧表（期間専従者用） 月額 

 

４．２．１ 労務費単価一覧表（時間単価用） 

 

この単価一覧表の単価は「４．１ 研究員の区分」の「（１）「全ての従事時間」を対象に労務費を計

上する研究員」の労務費を算出するために用います。 

労務費単価（円／時間）の適用方法は、下表のとおりです。 
尚、当該労務費単価一覧表に掲げられている労務費単価を用いる場合は、時間内、時間外、休日の区分

に関わらず、常に同一の単価を適用します。 
 

雇用関係 
 
給与 

 
労務費単価 

<Ａ> 
健保等級

適用者 

－－ 「健保等級」（注）により該当する労務費単価。 
 
（注）健保等級（健康保険等級）とは： 

健康保険では、被保険者が事業主から受け取る毎月の給料などの報酬の月額を 

一定の幅で区分した「標準報酬月額」を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算

しますが、この標準報酬月額の区分を「健保等級（健康保険等級）」といいます。

（区分は「１等級から３９等級まで」あります。） 

 
年額 「年額範囲」により該当する労務費単価。 

※助成期間内に支給される賞与を加算することができる。 
（Ｐ１３（４）②） 

月額 「月額範囲」により該当する労務費単価。 
※助成期間内に支給される賞与を加算することができる。 
（Ｐ１３（４）②） 

日額 労務費単価一覧表を適用せず、日額を所定就業時間で除して算出した額と
する（１円未満切捨）。 
ただし、１日単位で従事している場合は日額とすることができる。 
※助成期間内に支給される賞与が明確な場合は、１時間（または１日） 
あたりの額を時給（または日額）に加算することができる。 
（Ｐ１３（４）③） 

<Ｂ> 
健保等級

適用者 
以外の者 

時給 労務費単価一覧表を適用せず、時給とする。 
※助成期間内に支給される賞与が明確な場合は、１時間あたりの額を時給

に加算することができる。（Ｐ１３（４）③） 
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○<Ａ>健保等級適用者について 
以下の①～③全ての条件を満たしている者については、必ず「健保等級」による労務費単価として

ください。 
①健康保険料を徴収する事業主との雇用関係に基づき、当該助成事業に従事する者。 
②健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者。 
③賞与が年１～３回まで支給されている者。 

ただし、日額または時給での雇用契約者においては、次項「<Ｂ>健保等級適用者以外の者」として
取り扱います。 

 
○<Ｂ>健保等級適用者以外の者について 
（１）対象者 
上記①～③いずれかの条件を満たしていない者が該当します。以下に例示します。 
（ⅰ）出向契約書等に基づき、出向者として当該助成事業に従事する者。 

出向期間の開始が年度途中の場合は、人件費を年額で定めている場合でも、1ヶ月あたりの金額
を算出し、月額範囲で労務費単価を決定することとなります。 
ただし、「給与・賞与は、出向元の給与規程により出向元又は出向先が出向者に支給する」等 
出向による人件費の額を定めていない給与条件の場合には、上記②及び③の条件を充たせば、 
「<Ａ>健保等級適用者」として取り扱うこととします。このときの健保等級証明者は、出向元の
給与担当課長等となります。 

（ⅱ）派遣契約に基づき、派遣労働者として当該助成事業に従事する者。 
（ⅲ）雇用契約書等に基づき年俸制（注）により給与が支給されている者。 
（注）ここでいう年俸制とは、次の全てに該当する者をいいます。 

①雇用等（出向）に係る期間が明示された契約書が存在すること（出向契約、嘱託契約等） 

②契約書の中で年額給与が定められており、契約期間中は変動せず固定額となっていること 

例えば、一般職員（雇用期間の定めがない者）で、管理職に昇進して年俸制に移行、会社から「年俸見込額」

が通知された者については、ここでいう年俸制に該当しないので、賞与が年１～３回支給されていれば「健保

等級適用者」となります。 
（ⅳ）賞与が通常年４回以上支給される者、又は賞与が通常支給されない者。 
（ⅴ）国民健康保険加入者。 

 
（２）年額または月額の算定基礎額 
「<Ｂ>健保等級適用者以外の者」について、算定が必要な場合は次のとおりです。 
①算定基礎額に該当させるもの（健康保険の報酬月額算定に準ずる） 
基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、

皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手当、特別 
勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、役員報酬の内給与相当額（法人税法上、損金算入扱いとなる

もの）など金銭で支給されるもの。 
※賞与については支給回数に関わらず、この算定基礎額に含みます。取り扱いは（４）賞与の取り

扱いを参照してください。 
②算定基礎額に該当させないもの 
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当

金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員報酬

（給与相当額を除く）など。 
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（３）通勤手当の取り扱い 
①年額または月額適用者の通勤手当に含まれる消費税額は除外してください。なお、月額の通勤手当

は１ヶ月あたりの額とします。 
②日額または時給適用者の通勤手当は、日額または時給に通勤手当相当額が含まれるものとみなし、

別途支給分の加算を行いません。 
 

（４）賞与の取り扱い 
①助成期間内に支給される賞与を加算することができます。なお、助成期間対象分の賞与を助成期間

終了日の翌月末日迄に支給することが確定している場合を含みます。 
②年額または月額適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞与については、 
上期（４月～９月）または下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給されることが確定して 
いる額を各期間の月額に加算できます。この場合の年額適用者は、月額に換算して適用します。 
また、出向契約書等に明示され、支給されることが確定している賞与については、上期、下期また

は年間に対応した額を加算できます。 
(a)年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合） 
(b)月額に加算できる賞与の額：上期または下期の賞与÷６月（１円未満切捨） 

③日額または時給に加算できる明確な賞与とは、給与明細または出向契約書等に賞与として額が明示

され、支給されることが確定している場合をいいます。 
(a)日額に加算できる賞与の額：上期または下期の賞与÷６月÷２１日（１円未満切捨） 
(b)時給に加算できる賞与の額：上期または下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間 
（１円未満切捨） 

④出向契約書等において、助成事業従事期間と賞与対象期間が対応して支給されることが明確な場合

は、その月数を前記②、③の除数「６月」に換えることができます。 
 

○労務費単価の適用方法 
ＮＥＤＯ労務費単価一覧表における労務費単価の適用方法は、以下のとおりとします。 
①当該月に適用される健保等級または当該月に支給された給与に基づき算定された労務費単価を 
適用します。 

②健保等級の変更（定時決定、随時改定）または給与に改定があった場合は、その改定月から、 
改定後の健保等級または給与に基づき算定された労務費単価を適用します。 
（ａ）定時決定：被保険者標準報酬決定通知書の適用月から 

※「９月」が、決定等級の適用月（改定月）となります。（平成１５年度改正） 
（ｂ）随時改定：被保険者標準報酬改定通知書の改定月から 

※例えば、４月昇給の場合は、「７月」が改定月となります。 
 
○健保等級または給与の証明 
労務費単価の算出根拠となる健保等級または給与について、給与担当課長等の証明を要します。 
証明する健保等級または給与については、実績を証明してください。（証明書の日付は原則、検査

対象期間の最終日以降～受検日までの間の日付としますが、３月に確定検査を受検する場合は、３月

の適用健保等級または支給給与が確定した日以降の日付で結構です。） 

ただし、給与明細、出向契約書、派遣契約書等により給与が確認できる場合は、給与証明書は 
不要です。 
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○研究員別の労務費上限額 
①出向契約書、派遣契約書において、出向者、派遣労働者へ支給される給与の上限が規定されている

場合には、その額を上限額とします。ただし、出向元が出向者に対して実際に支給する給与額を

上回って労務費を計上することはできません。これを確認するために出向元の給与証明が必要と 

なります。 
②健保等級または給与証明に基づき適用された労務費単価により労務費が算出された場合、上限値は

次のとおりとします。 
ａ．給与規程により時間外、休日手当が支給されない者 
各月の所定労働時間に労務費単価を乗じて算出した額を上限額とします。なお、各月の所定

労働日数は、月の初日から末日までの期間により算出します。 
ｂ．給与規程により時間外、休日手当が支給される者 
各月の所定労働時間を超えて労務費を算出する場合には、「該当する月の時間内実労働時間

（休暇等の時間を除いた時間）」と「給与支給上の時間外及び休日の実労働時間」の合計実

労働時間に、労務費単価を乗じて算出した額を上限額とすることができます。 
ただし、「労働時間証明書」がある場合に限ります。 

③裁量勤務制適用者など所定労働時間が定まっていない研究員の場合は、原則として前記②ａを適用

し、前記②ｂは適用しません。 
裁量労働制適用者の従事時間の計上は以下の方法にて行ってください。 

○労務費として計上する時間が所定就業時間外の時間を含む場合は､当月の所定就業時間数を

「当該助成事業従事時間÷総労働時間」で按分し、その時間を計上対象時間の上限として 

ください。この按分の根拠となるものとして検査時に労働時間証明書を提出してください。 

時間外、休日手当が支給されない完全フレックス制において月の総労働時間が月の所定就業 

時間数を超えた場合は同様の扱いとしてください。 
 

４．２．２ 労務費単価一覧表（日専従者用） 

 

この単価一覧表の単価は「４．１ 研究員の区分」の「（２）「全ての専従日」を対象に労務費を計上

する研究員」の労務費を算出するために用います。 

健保等級適用者は一覧表に記載された日額の労務費単価を使用してください。健保等級適用者以外の者

は記載された算定方法により、実際の年俸額もしくは月額から日額単価を算出してください。 

 

４．２．３ 労務費単価一覧表（期間専従者用） 

 

この単価一覧表の単価は「４．１ 研究員の区分」の「（３）助成期間の全期間を通し当該NEDO事業
のみに専従する研究員」の労務費を算出するために用います。 

健保等級適用者は一覧表に記載された月額の労務費単価を使用してください。健保等級適用者以外の者

は記載された算定方法により、実際の年俸額もしくは月額から月額単価を算出してください。 
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４．３ 従事日誌 
 
従事日誌は、助成事業業務に従事した研究員の従事時間と作業内容を証明するもので、設計費 
積算・労務費積算のために必須の証拠です。 
以下の要領に基づいて作成・確認いただき、NEDO担当者からの指示に基づいて提出して 
ください。 

 
（１）様式 
添付する様式で作成していただきますが、助成事業者において、業務の種類等により適宜実態に 
合わせて修正していただくことが可能です。 
 
（２）記載方法 
①当該助成事業以外のNEDO業務に従事している場合（製作設計、加工、別のプロジェクトの研究 
開発等）、もしくはNEDO以外の公的資金に係る業務に従事している場合は、従事日誌の 
「※下記業務以外のNEDO業務従事の有無、NEDO以外の公的資金に係る業務への従事の有無」 
欄に、「有り」と記入してください。 
②従事者は、従事日誌を毎日、自ら記載してください。また、従事者及び業務管理者は、半月又は 
１ケ月単位で、責任をもって従事日誌に記載された内容が正しい旨の確認を行い、署名（パソコン

等の印字でも可）、捺印を行ってください。 
③研究実施場所が複数ある場合は、その事業所ごとに業務管理者を登録してください。 
また、業務管理者自身が助成事業に従事する場合は、業務管理者の上司、又は次席が日誌の確認を

行うこととします。 
④従事時間帯の開始及び終了時刻の記入に当たっては、２４時間制で記入してください。 
⑤「除外する時間数」の欄には、昼休み時間及び残業時の食事時間等の時間を記入してください。 
⑥「従事した時間数」の欄には、実労働時間を記入してください。なお、時間外手当の支給されない

管理職の時間外従事時間など、給与に反映されない部分については、「⑤除外する時間数」の欄に

記入してください。 
⑦作業内容は、具体的かつ詳細に、内容の確認が行えるように記載してください。 
⑧従事者が月の初日から末日まで、全く助成事業に従事しなかった月については、労務費積算書の 
時間数及び金額の欄に「０」を記入し、当該月の従事日誌の作成を省略することができます。 
⑨助成事業に係る出張の場合は、平日の基準内時間（通常の勤務開始時刻～勤務終了時刻）の範囲内

で従事日誌に記載してください。平日の基準内時間を超えて記載することはできません。 
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５．国立機関等との受託契約（委託契約）・共同研究契約について 
 
（１）概要 
国立機関等とは、「国公立研究機関、国立大学法人、公立大学、独立行政法人及びこれらに準ずる

機関」をいいます。 
助成事業者が国立機関等と研究契約を締結する場合には、その国立機関等において定められた 
「受託研究規程」「共同研究規程」に基づいて契約することができます。 
 
（２）国立機関等との契約の特徴 

①国立機関等の定める受託研究規程・共同研究規程に則った契約が可能です。 
②国立機関等との契約締結後、速やかに契約金額の全額、又はその一部を国立機関等が定める期限

内に支払わなくてはならないと定めている機関が多いようです。 
③確定検査時の証拠書類として、「決算報告書及び収支決算書」が必要となります。 
（国立大学法人、公立大学の場合、決算報告書の署名者は、学部長、学科長又は学部事務局長と

します。） 
なお、国立機関等が経費発生調書を作成する場合にあっては、決算報告書及び収支決算書を省略

することができます。 
④受託研究・共同研究については、原則としてNEDOの中間検査・確定検査の対象としません。 

 
（３）決算報告書（収支決算書）の例 
資料３（別冊のⅡ．に収容）を参照してください。 
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６．検査 
 
６．１ 検査の実施 
 

NEDOは、助成事業の適正な履行を確保するために検査を行います。NEDO職員が検査を行うに 
当たって、次の点を厳守して検査を行いますので、ご協力のほどお願いいたします。 
（１）綱紀の粛正を維持します。 
・会食、みやげ物などは一切辞退します。 
・食事代は、全て検査員の自己負担とします。 
・宿泊場所の手配は、検査員が行います。 
・検査時におけるタクシー等の送迎についても辞退します。 

（２）原則として、所定時間内で検査を終了します。その際、助成事業者等の終業時間に留意し、 
所定時間内で検査を終了できないときは、日を改めて再検査を行います。 

 
６．２ 検査の種類 
 
検査には「中間検査」「確定検査」「その他の検査」があり、これらの検査を実施する場合には、NEDO
から助成事業者に対して、予め、検査日時、検査場所、検査職員等を通知します。 

 
６．２．１ 中間検査 
助成事業の実施に要した経費の支出状況について、助成期間中に行う検査です。助成事業の遂行状況、

経理処理状況及び資産管理状況を検査します。 
 
６．２．２ 確定検査 

NEDOが実績報告書を受理した場合に行う検査です（交付規程第１３条）。実績報告書に基づき、 
助成事業の遂行状況および経理処理状況を検査します。この検査で助成事業費の額を確定し（＝助成金

の額の確定）、概算払を行った助成額に過払金がある場合は払戻をしていただきます。 
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６．３ 検査方法 
 
検査方法には、実地検査と書面検査があり、そのいずれかの方法により実施します。 

 
６．３．１ 実地検査 

NEDOの検査員（通常２名）が助成事業者の事業実施場所に赴き、助成事業の進捗状況、プラント等
の建設状況及び購入物品・機器・設備等の管理・使用状況等を把握しつつ、助成事業の遂行に伴って 
発生した経費の状況について、あらかじめ準備していただいた経費発生状況調書及び支出内容を証明 
する書類をもとに、その確認を行うものです。 

 
６．３．２ 書面検査 
 書面検査には次の２種類があります。 
①対面方式による検査 
助成事業者の担当者に予め指定した日時に、NEDOが指定した検査会場（本部・支部の会議室等）
に出向いていただき、対面形式でその確認を行うものです。 
②書面検査のみの方式による検査 
検査に必要な書類をNEDOに予め郵送等していただき、検査を実施するものです。 
（この場合、助成事業者の担当者にNEDOへ出向いていただく必要はありません。） 

 
６．４ 検査の着眼点 
 

検査には、２つの着眼点があります。 
 
６．４．１ 経理処理の視点 
経理処理が適正になされているかという観点で検査します。 
・助成事業者の経理処理フローに従って、適切に経理処理がなされているか確認。 
・経費の帳票類の確認。 

 
６．４．２ 研究開発管理の視点 
交付申請書及び交付決定通知書に準拠した支出であるかという観点で検査します。 
・従事日誌の確認。 
（従事日誌に記載されている業務内容の妥当性の確認。従事時間の妥当性の確認。） 

・その他の経費の確認。（機器・設備費および消耗品等の妥当性の確認および帳票類の確認。） 
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７．助成事業における証拠書類 
 
７．１ 検査時に準備（提出または提示）していただく書類 
 
７．１．１ 提出していただく書類 
（１）経費発生状況調書 
（２）経費発生状況調書の電子ファイル（フロッピーディスク） 
 
（３）証拠書類（別表：Ｐ２１）（経費発生状況調書の根拠となる書類） 
（４）企業カレンダー（コピー） 
（５）就業規則、給与規定及び旅費規定（何れもコピー）（必要部分） 
（６）発注から支払いに至るまでの事務処理フロー図 
※（３）～（６）の書類については、チェック後、原則として返却します。 

 
（７）【確定検査・年度末中間検査時追加】実績報告書（交付規程 第９条第９項） 
（８）【確定検査・年度末中間検査時追加】取得財産等管理明細表（様式第１４） 

（交付規程 第１５条第３項） 
※中間検査時に、同様の書類作成をお願いすることがあります。 

（９）【確定検査・年度末中間検査時追加】決算報告書及び収支明細書の電子ファイル（フロッピーディスク） 
 
７．１．２ 提示していただく書類 
（１）交付申請書及び交付決定通知書の写し 
（２）助成事業内容に中途で変更があった場合は、変更内容が分かる書類 

（変更承認申請書（様式第７）・変更届出書（様式第８）の写し等） 
（３）助成事業実施に係る契約書 

（例：メンテナンス契約書、レンタル契約書、研究員の出向契約書、補助員の雇用契約書、 
派遣社員の派遣契約書 等） 

（４）助成事業者が委託先および／または共同研究先に対して行った、検査の結果を示す書類 
（例えば、（NEDOの検査手法を準用し、）助成事業者の検査員がサインした経費発生状況調書） 
（国立機関等に委託研究契約等を行っている場合）決算報告書及び収支計算書 

（５）設計単価を証する書類（部門単価を設定していない場合は、製作設計費・加工費単価計算書） 
（６）出勤簿、休暇届簿、タイムカード等（参考） 

※出勤簿管理をされていない事業者にあっても、出勤／休暇が判るものをご用意ください。 
従事日誌に記載された研究従事時間を検証できる実験ノートや、機器の稼動データ等の提出を

お願いすることもあります。 
（７）出張命令書、出張報告書（参考） 
（８）賃金台帳／給与台帳（参考） 
（９）健康保険、厚生年金保険関係（参考） 

※健康保険組合から通知される「被保険者標準報酬決定（又は改定）通知書」或いは給与明細書

及び健康保険組合の「一般保険料月額表」の提示を求める場合があります。 
（10）購買規程（必要に応じて） 
（11）資産管理台帳、勘定元帳（必要に応じて） 
（12）（既に中間検査を実施した場合）その中間検査でNEDO検査員がサインした経費発生状況調書 
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７．２ 購入品等に関する証拠書類の関係 
 
各書類間の関係は以下のとおりです。 

 

 基準日 確認対象日付 対象許容範囲 備   考 
見積 
仕様書 

    

見積書 見積(書)日付 見積仕様(書)日付 同日以降 ①２００万円（注２）以上は２社以上の

相見積が必要。相見積不可時は選定理

由書が必要。 
②５０万円以上（税抜）の資産管理の必

要な物件の購入において相見積を行わ

ない場合も、選定理由書が必要。 
※選定理由書日付は、見積(書)日付以前
とします。 

発注書 発注(書)日付 見積(書)日付 同日以降  
納品書 納品(書)日付 発注(書)日付 同日以降  
請求書 請求(書)日付 納品(書)日付 同日以降  
検収書 検収(書)日付 納品(書)日付 原則７日以内 ２００万円以上の場合に必要。 

※２００万円未満の場合は、検収行為

の実施につき伝票等で確認します。

支払書 
（注３） 

支払(書)日付 請求(書)日付又は
検収(書)日付 

30日以内 
(目安。会社経費手
続きに従う。) 

手形での支払は原則不可。 
原則として銀行の振込の証明書が必要。

受領書 
（注３） 

受領(書)日付 請求(書)日付又は
検収(書)日付 

30日以内  

(注１)上記にて、例えば左欄の発注書は確認対象日付となっている「見積(書)日付」に対し、 
対象許容範囲に示す「同日以降」の日付であることが必要です。以下同様に見てください。 

(注２)２００万円とは、発注書一葉の合計額で、消費税込みの額をいいます。 
(注３)支払書と受領書はいずれかを用意してください。ただし、受領書の方が好ましいです。 

 
・インターネットでの発注を行う場合等、上記の証拠書類を一式揃えることが困難な場合は、それに準

ずる書類を極力揃えてください。 例：発注書に代えて、発注計画書。 
・ホームページで価格比較（相見積）を行う場合は、比較となる対象物件を印字出力しておいてくださ

い。（日付、品物、価格などが分かるもの） 
・支払の証拠について：支払の事実及び支払日を確認できる証拠としては「領収書」、振込については

金融機関の作成する「振込金受領書」があります。 
電子決済による振込で「振込金受領書」が作成されないケースでは、助成事業者が作成した「振込依

頼電子データ」を帳票としてプリントアウトし、ファイルしてください。 
また、当該助成事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場合は、それぞれの金額を振込証書

上で区分してください。（NEDO分 ××円，自社分 ××円 等） 
・会社固有の事務処理フローがある場合は、別途ご相談ください。 
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（別表）　主な証拠書類 　 　
Ⅰ　設備費 Ⅱ　労務費 　 Ⅲ　その他経費 　 備  考

設計費 建設費 機械装置等購入費 材料費 外注費 諸経費
見積仕様書(*1) 見積仕様書(*1) 見積仕様書(*1) 見積仕様書(*1) 見積仕様書(*1) (*1)：発注時に見積取得先に送付した仕様書

が必要。
　 見積書（*2） 見積書（*2） 見積書（*2） 見積書（*2） 見積書（*2） （*2)：見積書は必ず必要。

相見積書（*3） 相見積書（*3） 相見積書（*3） 相見積書（*3） 相見積書（*3） (*3)：２００万円以上の場合、２社以上の相見
積。日付は原則同年月日。

選定理由書(*4) 選定理由書(*4) 選定理由書(*4) 選定理由書(*4) 選定理由書(*4) (*4)：①１発注２００万円以上で相見積もり不
可の場合、②５０万円以上（税抜）の資産管
理の必要な物件で相見積を行わない場合。
選定理由書には、業者の選定及び／又は品
物の選定理由を記述。

　 発注書 発注書 発注書 発注書 発注書（*5） （*5）：文献資料関係。
　 納品書 納品書 納品書 納品書 納品書（*5）
　 請求書 請求書 請求書 請求書 請求書（*5）
　 検収書（*6） 検収書（*6） 検収書（*6） 検収書（*6） 検収書（*5､*6） （*6）：１発注２００万円以上のものは必要。
　 支払書 支払書 支払書 支払書 支払書（*5）
　 領収書 領収書 領収書 領収書 領収書（*5）

預書(*7) （*7）：研究開発の実施場所以外の場所に装
置・機械などを設置した場合。

製作仕様書 製作仕様書 製作仕様書(*8) 技術指導契約書等 （*8）：外注は何らかの仕様書が必要。
製作図面 製作図面 製作図面
カタログ（*9） カタログ（*9） カタログ（*9） （*9）：汎用製品の場合。
価格書（*9） 価格書（*9） 価格書（*9）
総代理店証明
書（*10）

総代理店証明書
（*10）

総代理店証明書
（*10）

（*10）：輸入品購入の場合。

代理店証明書
（*10）

代理店証明書（*10） 代理店証明書
（*10）

設計単価
（*11）

健保等級証明書
（*11）

設計単価根拠
資料（*11）

給与証明書（*11）

設計費積算書
（*11）

労働時間証明書
（*11）

従事日誌
（*11）

労務費積算書
（*11）
従事日誌（*11）

旅費計算書
成果物(*12) 分析データ書(*12)
評価書（*12） 評価書（*12）

出張命令書（*12、
*13)

出張報告書（*12）
技術指導内容（*12）

(注１）社内規定で「売買契約書」を取り交わした場合、証憑書類として提示すること。
(注２）「委託費・共同研究費」は、委託契約書或いは共同研究契約書が必須。

（*12）：出張、技術指導、外注検査、ソフト外
注等、経費の発生が物として見えない場合。
（*13）：通常使用していなければ不要。

（*11）：研究業務は労務費、設計業務は設計
費に含める。（従事日誌は別々に作成。）
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８．証拠書類の社内チェック体制の整備 
 
助成事業に係る経費を適切に処理するためには、助成事業者において業務の記録等を適切に行うと共に、 
経費の額の確定にあたっては関係書類との整合性に係るチェックを適切に行うことが重要です。 
経理責任者は、当該助成事業に係る証拠書類の確認及び実施計画や進捗状況と整合しているか否かに 
ついて最終確認を行ってください。 
 
特に労務費及び設計費については、以下の点についてご留意ください。 
①従事日誌には、研究者及び設計者本人が具体的にその業務内容及び従事時間を記載してください。

業務管理者（当該助成事業の主任研究者、或いは当該研究者及び設計者の職制上の上司）は、 
各研究者及び設計者の記録した業務内容が、実施計画や進捗状況と整合しているか否かについて 
確認してください。加えて、個々の研究者及び設計者の業務の内、当該助成事業の業務に係る 
ものが適切に記録されていることを確認してください。 
②また、従事日誌については、①に記載した業務管理者による確認（記名捺印要）に加え、 

a．事業者としてのコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合はその責任者が、 

b．有しない場合には役員等責任を有する者が、 

併せて従事内容の確認（記名捺印は不要）を行ってください。 

上記説明における「その責任者」としては、例えば当該事業を実施する部門のコンプライアンス 

責任者が該当します。 
③従事日誌（及び従事月報）の重要性に鑑み、定期的な提出を求めることがあります。 
具体的な対応については、ＮＥＤＯ担当者の指示に従ってください。 

④中間検査・確定検査等にあたり、経理責任者は、労務費及び設計費関連書類（下記）の突き合わせ

・確認を行ってください。 
＜照合を行う書類の例＞ 

従事日誌 

⇔ 就業規則、就業カレンダー（就業日、休日等が記載されているもの）  

⇔ 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、出張命令（報告）書、タイムカード、休暇届簿 等） 

⇔ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書 等） 

労働時間証明書 

⇔ 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、出張命令（報告）書、タイムカード、休暇届簿 等） 

⇔ 給与明細   ＊残業時間等の確認のため。 

⇔ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書 等） 

健保等級証明書 

⇔ 被保険者標準報酬決定通知書、被保険者標準報酬改定通知書 

⇔ 被保険者標準報酬月額保険料額表および給与明細 ＊ 上記通知書の提示がない場合の等級確認のため。 

給与証明書 

⇔ 給与明細、雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書 等） 

設計単価 

⇔ 設計単価の根拠となる説明資料 

労務費積算書 

⇔ 上記で確認した従事時間と労務費単価が間違いなく反映されているか。 
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９．証拠書類の整理（ファイリング） 
 
助成対象事業者における経費発生状況の管理、及びNEDOによる中間検査や確定検査を効率よく行える

ようにするため、証拠書類の整理を、以下を参考に行ってください。 
中間及び確定検査時には、証拠書類は原則として原紙（必要に応じコピー）を用意してください。検査

時は書類にマーカーを記入して確認をします。確定検査後しばらく書類をお借りする場合もあります。 
証拠書類の原紙（コピー）は、管理期間（助成事業終了後５年間）の間、貴機関にて保管ください。 

 
（１）経費区分ごと【設備費（設計費、建設費、機械装置等購入費）、労務費、その他の経費 

（材料費、外注費、諸経費、委託費・共同研究費）】に整理してください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

材
料
費

 

諸
経
費 

 
 
 
 
  仕切紙 

（Ａ４縦） 

・各経費区分内は支払時点の月ごとに 
整理してください。（原則） 
（検収月ごとの整理ではないので注意 
してください。） 

設
計
費

労
務
費
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（２）「見積もり仕様書、見積書、発注書、納品書、請求書、検収書、支払書、受領書」の原紙（又は 
コピー）を順に整理してください。（時系列的に見て早い順に上から綴じてください。） 
（Ａ４版としてください。） 
････以下は材料費での事例（他も同様に整理してください。） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

材料費（６月分）の発生経費及びその合計 
少なくとも、品名、税抜き価格、消費税、合計金額が 

判るようにしてください。 Ｐ２５の記載例を参照 

  

見積仕様書        発注書 
納品書 
検収書（１発注２００万円未満不要） 
請求書 

（注５）それぞれの企業において、流れが                        支払書 
異なる場合は、各書類に代わる 
ものを整理してください。 

受領書 
 
 
 

    発注書、納品書、請求書等用紙がＡ４版より小さくて、Ａ４版用紙に貼り付ける場合は、下図を
参考に貼り付けてください。 

                                                         Ａ ４ 縦 
 
                                                           発注書 

○ 
 
                                                           納品書 
 

○ 
 
                                                           請求書 
 
 

 
６月分の 
総括表 

 

材
料
費

６
月
分 

 
 
 
仕切紙 

（注１）納入業者別に、発注書日付の早い順に 
整理してください。（可能であれば） 
（注２）同月同日に数社の納入業者がある場合は、

発注書日付の早い順に一括整理してください。 
（注３）コピーは文字や捺印の文字が読み取れる 
よう鮮明にコピー願います。 
（注４）タクシー、航空機を利用した場合は、 
必ず領収証を貼付してください。 

 
仕切紙 
（Ａ４縦） 
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（３）総括表の記載例 
 
材料費 ６月分 
 

 
※ 総括表は原則として支払い月で整理してください。 

（検収月ではないので注意してください。ただし、事業の実施期間の最終月は、 
支払い分＋検収分を記載してください。） 

 
 

総括表の後に続く帳票類は、同表の番号順に上から下へ閉じこんでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 発注日 支払日 品名 購入先 数量 単価 税抜き価格 消費税 合計額
1 6月2日 6月30日 材料A A社 18 100,000 1,800,000 90,000 1,890,000
2 6月3日 6月30日 材料B Ｂ社 5 60,000 300,000 15,000 315,000
3 6月4日 6月30日 材料C Ｃ社 16 30,000 480,000 24,000 504,000
4 6月5日 6月30日 材料D Ｄ社 4 80,000 320,000 16,000 336,000
5 6月6日 6月30日 消耗品Ａ Ｅ社 3 70,000 210,000 10,500 220,500
6 6月7日 6月30日 消耗品Ｂ Ｆ社 1 70,536 70,536 3,527 74,063

　

3,180,536 159,027 3,339,563合      計
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１０．助成金の支払い 
 
１０．１ 支払の種類 
 
支払いには、「概算払」と「精算払」があります。 

 
１０．２ 概算払 
 

NEDOは、必要があると認めるときは、助成期間の中途において、助成事業の実施に要する経費の 
一部を助成事業者に支払います。これを概算払といいます。 

 
１０．２．１ 概算払の手続き 
概算払のスケジュールは別途お知らせします。概算払を希望する助成事業者は、こちらからご案内 

する期日内に、NEDO担当者宛に、概算払希望金額を記載した「概算払申込書」をＦＡＸ（メールでも
可）することで、その旨ご連絡ください。申し込み後、「助成金概算払請求書」を提出していただき、

提出された書類をNEDOが審査した結果適正と認められる金額を、助成事業者が指定する銀行口座に 
振り込みます。（提出期日は厳守してください。期限内に提出がない場合は概算払を行えません。） 

 
概算払申込書、概算払請求書は、別冊「Ⅱ．様式・資料集（ワード）５．」をご参照ください。 

 
１０．３ 精算払 
 

助成事業者が確定額の通知を受けた場合は、支払請求書により確定額を請求していただきます。 
ただし、既に概算払を受けている場合は、確定額から概算払の額を差し引いた額を請求してください。

NEDOは、請求書を受理した日から起算して３０日以内に支払います。 
 
１０．３．１ 精算払の手続き 

確定検査の結果、交付規程に適合しているとNEDOが認めた経費の額（助成の確定額）を、確定検査
後、助成事業者へ通知します。助成事業者はこの通知を受理した後、助成金精算払請求書【様式第１２】

により確定額の請求をします。ただし、既に概算払を受けている場合は確定額と概算払済み額との差額

を請求していただくことになります。 
なお、確定検査で確定した額が、概算払を行った額よりも下回った場合は、NEDOから過払金額の 

返還請求書が発行されます。返還請求書を受領しましたら、指定期日までに納付してください。 
この手続きが発生した場合に、その発生理由によっては、概算払いの日から払戻しの日までの日数に

応じた利息や加算金を付していただくこともあります。 
 
 
 

以上 


