
1 

Ⅰ．本文 

Ⅱ．記載例・参考例 

Ⅲ．交付規程 

Ⅳ．様式等 

「課題設定型産業技術開発費助成事業」

事務処理マニュアル 

Ⅰ．本文 

平成２２年度版 

− a−

Ⅰ



− b− − c−

Ⅰ



＜平成２２年度の主な変更点＞

項番
該当部分 対象

ペー
ジ旧

対象
ペー
ジ新

対応概要 変更前
（平成21年度版）

変更後
（平成22年度版）

1 1

「助成金」「助成
事業」とは

8 1 変更 補助率 （用語変更）助成率

1 5

助成事業で取得
した財産の取り
扱い

2 2 変更 補助率 （用語変更）助成率

1 13

単年度交付と複
数年度交付

13 6 修正
削除

表＜各交付の概要＞の中の文言
概算払・単年度交付欄
　「単年度３回まで」

概算払・複数年度交付欄
　「（最終年度は３回まで）」

表＜各交付の概要＞の中の文言
概算払・単年度交付欄
　「単年度４回まで」に修正

概算払・複数年度交付欄
　「（最終年度は３回まで）」を削除

2 4 (3）

主任研究者研究
経歴書（Ｃ．Ｖ）
（３）

20 13 追記 ※府省共通研究開発管理システム及び
政府研究開発データベースに提供された
各情報（プロジェクト名、契約件名、研究
者名、所属研究機関名、予算額及び実施
期間）及びこれらを集約した情報は、「独
立行政法人等の保有する情報の公開に
関する法律」(平成13年法律第140号)第5
条第1号イに定める「公にすることが予定
されている情報」として取り扱われます。

4 3 (2)

経費処理に当
たっての注意点
(2)
④

31 24 追記 この時、振り込みデータシステムは以下
の条件をみたしていることが必要です。
ア．　検査対象者内部での決裁完了後、
取引データ(財務データ)が銀行へ送信さ
れるシステムになっていること。
イ．　送信される際にデータの改ざんがで
きないシステムになっていること。

「振込依頼電子データ」が存在しない場合
(容易に提示できない場合を含みます)、エ
ビデンスに付随する社内決裁資料を確認
します。

4 3 (6)

経理処理に当
たっての注意点
(6)

33 26 追記 ソフトウェアの計上費目は取得価格・使用
可能期間によらないことを明記するため、
「上記（５）にかかわらず、」を追記

5 1 (4)

機械装置等費の
細目
(4)

37 30 追記 ソフトウェアの計上費目は取得価格・使用
可能期間によらないことを明記するため、
「上記①にかかわらず、」を追記

6 1 (2)
労務費の細目
(2)
①ア

38 31 追記 大学等に、大学共同利用機関法人を追
加

6 1 (2)

労務費の細則
(2)
①ウ

38 31 修正 ウ．補助員の法定福利費の取扱い
補助員が健保等級を有する場合は、上記
（ア又はイ）の単価に法定福利費相当分１
２．９％を加算（１円未満切捨）します。

ウ．補助員の法定福利費の取扱い
補助員が健保等級を有しており、助成先
が法定福利費を負担（支払）している場合
は、上記（ア又はイ）の単価に法定福利費
相当分１２．９％を加算（１円未満切捨）し
ます。

6 1 (2)

労務費の細則 39 32 削除 ⑤研究員の補助者として、補助員が随行
する場合の旅費の計上は可能です。又、
補助員単独での出張は、交付申請書に
記載した研究開発の実施場所間（国内）
の旅費についてのみ計上が可能です。

削除
（→　53ページ、「７．２　旅費」に記載があ
るため。）

6 2
研究員の区分 40 33 追記 表：「事業者の雇用（給与）形態」欄を追加
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＜平成２２年度の�な変更�＞

項番
該当部分 対象

ペー
ジ旧

対象
ペー
ジ新

対応概要 変更前
（平成21年度版）

変更後
（平成22年度版）

6 2

研究員の区分 40 33 修正 ※率専従者として登録可能な方は、「裁
量労働制が適用されている研究員」で
す。ただし、大学等（国公立大学法人、公
立大学、私立大学及び高等専門学校）に
ついては、裁量労働制が適用されていな
い研究者についても、常勤雇用者であれ
ば原則登録可能とします。

削除

6 2

研究員の区分 40 33 追記 ※雇用形態が、時給制・日給制であって
も「健保等級」を保有していれば「期間・率
専従者」として研究員登録が可能です。こ
の場合、ＮＥＤＯに対しては月単位で請求
してください。

6 2 (3)
研究員の区分
(3)

41 34 変更 「助成期間の全期間を通し」 「助成期間の半年以上」

6 2 (3)

研究員の区分
(3)

41 34 削除 ①ア．助成期間の全期間を通じて、当該
事業のみに従事し、「他の業務には一切
従事しない」ことを人事責任者等が証明で
きる研究員

6 2 (3)

研究員の区分
(3)

41 34 削除 ②ウ．「交付申請書における研究開発の
内容」に影響を及ぼす場合　→　計画変
更申請が必要になります。

6 2 (3)

研究員の区分
(3)
③オ

41 34 追加 ③オ．連続して２週間超の休暇を取得す
る場合（プロジェクト担当部に事前相談し
了承を得た場合）

6 2 (3)

研究員の区分
(3)
④欄外※

41 34 追加 ※雇用形態が、時給制・日給制であって
も。「健保等級」を保有していれば期間専
従者として研究員登録が可能であり、
NEDOへの請求は月額で算定してくださ
い。

6 2 (3)

研究員の区分
(3)
⑧

41
-42

34 削除 ⑧ア．期間専従者としての従事期間が既
に6ヶ月以上あり、当該専従者について、
実施計画の変更届出書、ならびに当該研
究員の従事期間における研究成果が提
出された場合

削除

6 2 (4)

研究員の区分
(4)

42 35 変更 「全期間を通し」
「全期間又は半年以上」

「半年以上」

6 2 (4)

研究員の区分
(4)

42 35 削除 ③の全文削除
裁量労働制が適用されていなくとも率専
従の適用を可能したため、率専従登録時
に準備する資料の内容を削除

6 2 (4)

研究員の区分
(4)
③欄外※

42 35 追加 ※雇用形態が、時給制・日給制であって
も、「健保等級」を保有していれば率専従
者として研究員登録が可能であり、ＮＥＤ
Ｏへの請求は月額で算定してください。

6 2 (4)

研究員の区分
(4)
③

42 35 変更 「当該事業従事率」（％）＝「当該事業従
事期間」÷「みなし労働時間（＊）」×１００
（＊）裁量労働制が適用されていない大
学等の研究者の場合は「所定労働時間」
となります。

ＮＥＤＯ事業従事率 ＝ 当該ＮＥＤＯ事業
従事時間 ÷ 所定労働時間（＊）
（＊）ただし、「裁量労働制」が適用されて
いる研究員の場合は「みなし労働時間」

6 3 (2)

労務費単価
(2)
③

46 38 追記 ＜月給額の算定基礎額＞
②基礎算定額に該当させないものに、
「着任手当」「赴任旅費」を追記
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�平成��年度の�な変更点�

項番
該当部分 対象

ペー
ジ旧

対象
ペー
ジ新

対応概要 変更前
（平成21年度版）

変更後
（平成22年度版）

6 3 (4)

労務費単価
(4)

47 40 削除 (4)③全文 削除

6 3 (5)

労務費単価
（5)

47 40 削除 (証明書の日付は原則、検査対象期間の
最終日以降から受検日までの間の日付と
します。）

削除

6 3 (6)

労務費単価
(6)

48 40 変更 （６）研究員別の労務費上限額
→全文修正

研究員別労務費の上限額と算出方法に
関して、考え方の記載内容を全面的に整
理修正

6 4

労務費単価一覧
表（時間単価用）

49 42 追加 表　健康等級適用者の欄　以下を追加
※国家公務員共済組合制度の適用対象
となり、当機構が使用する健保等級と
４等級の格差がある事業者は、４等級
加算した等級を適用します。

6 7 (2)

助成事業従事日
誌

56 49 削除 ⑥「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、「除外する時間数」の
欄に記入してください。」

削除

7 1 (2)

消耗品費
(2)

58 51 追記 ソフトウェアの計上費目は取得価格・使用
可能期間によらないことを明記するため、
「上記（１）にかかわらず、」を追記

7 2 (3)

旅費
(3)
③

60 53 追記 ③全文追加
国内・海外とも航空運賃については、原
則として正規割引運賃又はそれよりも安
価な航空運賃を利用すること。また、海外
について、やむを得ず普通運賃を利用し
た場合は理由書を作成することを追記

7 4 (1)

諸経費
(1)
②

61 54 変更 ②子メーターのない場合は、実験棟等の
管理面積、人員、使用容量、使用時間等
を勘案して、適正数量を算出してくださ
い。（案分した時の円未満の端数は切捨
になります。）

② 専用メーターが装備されていない場合
は、実験棟等の占有面積、人員、使用容
量、使用時間等を勘案して、合理的に数
量を算出してください。（按分した時の円
未満の端数は切捨になります。）この場
合、算出根拠を明確にしてください。

7 4 (4)

諸経費
(4)

62 55 変更 ②助成先の設備、備品等を使用する際の
経費は、助成先の規程等により当該設備
の使用単価を設定し（減価償却費、法定
点検費、保守費等）、当該使用単価に設
備使用記録簿等に記録された使用実績
を乗じて、借料として計上してください。

② 当該助成業務に直接使用する助成先
の施設・装置について、助成先の規定等
により使用料が課せられている場合は、
当該経費を直接経費に計上することがで
きます。
また、助成先の施設について、専用に使
用するスペースであり、助成先の規定等
により使用料が課せられている場合は、
当該経費を直接経費に計上することがで
きます。この場合、その経費（減価償却
費・法定点検費・保守費等）の根拠及び
使用実績を明確にしてください。

7 4 (5)

諸経費
(5)

63 56 変更 図書購入費 図書資料費

7 4 (9)

諸経費
(9)

64 57 追加 7-4諸経費に(9)キャンセル料を追記
やむを得ない理由により認められた、委
託業務の実施に必要な旅費のキャンセル
料は計上可能に変更
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�平成��年度の主�変更点�

項番
該当部分 対象

ペー
ジ旧

対象
ペー
ジ新

対応概要 変更前
（平成21年度版）

変更後
（平成22年度版）

9 3 (3)

検査の方法
(3)

69 62 追加 (3)検査の流れに以下の内容を追記
５．検査結果及び自主点検リストに基づく
適正判定を実施し、適正であれば次回以
降の検査の効率化を図る。

9 3 (3)
検査の方法
(3)

70
-71

63
-64

変更 自主点検リストを変更
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＜＜ 本マニュアルの問い合わせ先 ＞＞  

ＮＥＤＯホームページ（www.nedo.go.jp）へアクセスします。 

↓ 

ＮＥＤＯホームページトップ画面上側の「公募」のボタンをクリックします。 

↓ 

委託、補助・助成事業の手続き 

補助・助成事業の手続き 

補助・助成事業を実施中の方を対象に、お知らせ、スケジュール、約款、マニュアル、各種

書式、ヘルプデスク等をご案内しています。 

   ↓ 

 「補助・助成事業の手続き」を押します。 

 

 
■ 委託、補助・助成事業の手続き  

 委託事業の手続き 補助・助成事業の手続き 

 ▽お知らせ 

 ▽資料 

▽１．補助・助成事業に関するマニュアル 

    ▽２．交付規程（最新版） 

          

 上のような画面が現れますので、掲載資料等をダウンロードすることができます。 

☆ 本マニュアルについて、ご質問・ご意見がありましたら、こちらまでお寄せください。 

     E-mail：helpdesk@nedo.go.jp 

 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

検査・業務管理部 

  〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０  ミューザ川崎セントラルタワー１６Ｆ 

        ＴＥＬ：０４４－５２０－５１３０ ＦＡＸ：０４４－５２０－５１３３ 
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０�は�めに 
 

本マニュアルは、助成先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。 

助成先は、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。 

 

１�課題設定型産業技術開発費助成事業の概要 
 

１�１「助成金」「助成事業」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」をいいます。 

本マニュアルにおける「助成事業」とは、「助成先が主体的に取り組む研究開発に対し、当機構が

その事業費の一部を助成金として負担（交付）する事業」をいいます。 

委託事業では、原則、機構が当該研究開発に必要な経費の全額を負担するのに対し、「助成事業」

においては、機構が助成する経費の負担割合（助成率）が定められます。ただし、一定額を限度に費

用の実額を助成する（「定額助成」）場合もあります。詳しくは、公募要領等を参照してください。 

事務手続としては、その基本ルールである「事業別の交付規程」に則り、事業者から「助成金交付

申請書」を提出していただき、当機構より「交付決定通知書」を発出する、という手順になります。 

 

  

 

 

         

 

「助成事業」が、当機構で一般的な「委託事業」と比較して異なる点は、委託事業の実施主体がＮ

ＥＤＯであるのに対し、助成事業の実施主体は、当該助成先になることです。従って、助成先の権利

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。 

 

（参考） 

ＮＥＤＯが行う助成（補助）制度は、委託契約、及び請負契約とは以下のように異なります。 

     ＜各制度の概要＞ 

項 目 助成（補助）制度 委託契約 請負契約 

事業の主体 事業者 ＮＥＤＯ ＮＥＤＯ 

事業の実施者 事業者 受託者 請負者 

取得資産の帰属 事業者 ＮＥＤＯ※１ 請負者 

事業成果の帰属 事業者 受託者※２ ＮＥＤＯ 

支払対象額 対象経費実績額 

×助成率 

仕様達成に向けて 

要した経費実績額 

発注仕様内容が完成

した場合の契約額 

収益納付 あ り な し※３ な し 

※１ 取得価格５０万円未満（消費税込）、又は使用可能年数が１年未満の取得財産は受託者に帰属します。

ただし、受託者が大学、独立行政法人等の場合には、原則として、取得財産の所有権は全て受託者に帰

属します。 

※２ 産業技術力強化法第１９条によります。（日本版バイ・ドール条項） 

※３ ただし、民間基盤技術試験研究促進事業は収益納付制度があります。 

 

１�２ 助成事業の�拠法令等 

①独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４法律第１４５号） 

②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。） 

③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） 

④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。） 

交付決定通知書 
NEDO 助成先 

助成金交付申請書を提出 

（助成率による経費の負担） 
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※ 平成２２年度以降の交付業務の手続きは、平成２２年４月１日施行の交付規程により行います。

※ 助成金の交付に当たっての条件は、各交付決定通知書に記載されたものが適用されます。 

１．３ 本事業の目的

本事業は、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て

います。 

１．４ 助成先の義務

①助成先は、責任をもって技術開発を実施し、その開発成果の企業化に努めなければなりません。 

②助成先は、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。 

１．５ 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機械装置等の財産所有権は、助成先にあります。ただし、助成金執行の適

正化の観点から、下記①に該当する財産について、②の期間内に「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、「財産処分承認申請書」（様式第１５、Ⅳ-P17参照）を用いて、あらかじめ当機

構の承認を受けていただく必要があります。(廃棄も処分に該当します) 

当機構は、原則として、当該財産の残存簿価額に助成率を乗じた金額の当機構への納付を条件にそ

の承認を行ないます。 

【処分制限財産】 

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（消費税抜）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 

準用する旨、交付規程に定められていますが、対象事業は原則として本告示に事業名の定めが 

ありませんので、その場合は、「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。 

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） 

別表第八 開発研究用減価償却資産の耐用年数表 
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、電磁しやへい室、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 

構築物 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、計算機器、撮影機及び顕微鏡 ４年 

機械及び装置 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 

１．６ 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条の規定に該当する助成金ですの

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。） 

１．７ 既存のＮＥＤＯ研究資産の使用について

助成先において当機構からの委託事業を実施したことによって、当機構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、事前に当該資産の当機構担

当部（助成事業の担当部）に連絡していただき、許可を受けてください。 

１．８ 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、助成先に帰属します。従って、事業

終了後、委託事業でいう「成果報告書」（中間年度末は中間年報）の提出は不要です。 

助成事業の実施期間中又は助成事業年度の終了後５年以内に、助成事業の成果を学術誌等で発表し

た場合、助成事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等を出願又は取得した場合及びそれら

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、Ⅳ-P10参照）を
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提出していただきます。（交付規程 第９条第１項第１５号） 

 

１�９ 企業化状況報告（交付規程 第２４条）・収益納付（交付規程 第２５条） 

   助成先は、助成事業終了の翌年度以降５年間、「企業化状況報告書」（様式２０、Ⅳ-P20参照）を

当機構へ提出してください。 

本報告書により、助成先に助成事業に基づく収益があったと当機構が認めたときは、助成先には、

機構の求めに応じ、収益の一部を納付していただきます。なお、収益納付額は助成金の確定額を上限

とし、収益納付を求める期間は助成事業終了の翌年度以降５年間とします。 

 

※収益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。 

「総収入額」「総収入を得るに要した額」とは、通常、以下のような勘定科目が該当します。 

「総収入額」・・・・・・・・・・売上高 

「総収入を得るに要した額」・・・売上原価、販売費、一般管理費 

製品に対する助成事業の寄与が一部である場合は、公正妥当な基準により寄与率を算出し、 

当該製品の「本年度収益額」に乗じるものとします。 

 

（＊２）「控除額」とは、助成事業に係る支出額のうち、助成先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。 
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１．１０ 助成事業の基本的な実施体制 

課題設定型産業技術開発費助成事業の実施体制について、以下に３つの基本的なパターンを例示し

ます。 

 

① 助成先が単独で事業を実施する場合 

② 助成先が事業の一部を委託する場合 

③ 複数の助成先が共同で申請する場合 

 

（１）助成先が単独で事業を実施する場合 

   助成先が、単独で事業を実施するケースです。 

 

  

 

   

 

 

 

（２）助成先が事業の一部を委託する場合 

助成先が、事業の一部を第三者に委託※して、実施するケースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 助成先は、ＮＥＤＯがその必要性を認める場合に限り、その事業の一部を第三者に委託する

ことができます。その場合は、交付申請書に、委託を行うことと、その内容を明記してくださ

い。助成先は、委託した第三者の行為について、ＮＥＤＯに対して、全責任を負うことになり

ます。なお、委託先から第三者への再度の委託、再委託は認められません。 

 

（３）共同申請の場合 

複数の助成先が、それぞれの明確な分担関係をもって、対等な立場でＮＥＤＯの助成事業を行う

場合に、共同で交付申請して、事業を実施するケースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成先 NEDO 

助成事業 
プロジェク

ト基本計画 

交付決定
企業等 

NEDO 助成先 委託先 

交付決定

委託

検査 

検査 

助成事業 

本体
 

一部
助成事業の一部 

プロジェク

ト基本計画 

検査 

NEDO 助成先 

プロジェク

ト基本計画 

助成事業の一部

助成事業の一部

助成事業の一部

検査 

交付決定
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１．１１ 交付申請の流れ 

    課題設定型産業技術開発費助成事業の公募から交付決定までの基本的な流れは以下の通りです

（「交付申請書方式」）。ＮＥＤＯにおいて、助成金の交付申請内容について、修正を加えて交付

の決定をする場合があります。 

    

   【交付申請方式の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）委託業務と同様に、提案書に基づいて助成先の選定・採択通知後、交付申請書等の提出を

求め、審査を経て交付決定を通知する「提案書方式」をとる場合もあります。 

 

【提案書方式の流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１２ 助成事業の内容の変更（交付規程 第１１条） 

助成事業の内容を変更する必要が生じた場合には、事前に当機構担当者までご相談ください。 

その理由に応じ、以下の手続を行ないます。（詳細は、Ｐ１７以降ご参照ください。） 

 

 

  

 

 

主要な変更 実施計画の主要な内容の変更を行う場合です。 

軽微な変更 実施計画の主要な変更とならない軽微な変更を行う場合です。 

 

 

交付決定 

主要な変更 

軽微な変更 

事業計画変更申請書

事業計画変更届出書

変更承認

受理通知

 
助成先 NEDO

交付申請書の作成 

助成事業の開始 

助成先の公募 

公募説明会 

審査 

助成先の選定 

交付決定の通知 

提出

契約・助成審査委員会 

助成先 NEDO 

提案書の作成 

交付申請書等の作成 

助成先の公募 

公募説明会 

審査 

助成先の選定 

提出

選考結果の通知 

交付申請書等の作成依頼

審査 

交付決定の通知 

提出

契約・助成審査委員会 

助成事業の開始 
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１．１３ 単年度交付と複数年度交付 

助成事業は、その原資となる国からの予算の種類によって事業期間が異なり、運営費交付金を原資

とする事業に限り、複数年度交付が可能です。ＮＥＤＯの独立行政法人化に伴って、その財源のほと

んどが運営費交付金となったことから、一定の条件下で、助成事業の期間が機構の会計年度を超える

交付決定（「複数年度交付決定」）が可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯの運営費交付金を財源とする事業では、原則、複数年度交付決定を行います。ただし、Ｎ

ＥＤＯが行う事業の中間評価（通常３ヶ年目に実施）の年度をまたぐことはありません。この場合、

会計年度毎に助成金の額の上限（「年度限度額」）を定めます。交付申請時に当機構担当者にご確認

ください。 

単年度交付と複数年度交付の手続に係る基本的な違いは、次の通りです。 
    ＜各交付の概要＞ 

項目 単年度交付 複数年度交付 

助成期間 単年度 複数年度（最長3年） 

助成金の額 単年度分 全助成期間分 

概算払 単年度4回まで 各年度4回まで 

各年度の経

費確定のた

めの検査 

1年目 確定検査（年度末） 年度末中間検査 

2年目 ― 年度末中間検査 

3年目 ― 確定検査（最終年度末） 

精算払 交付年度1回 最終年度1回 

 

（１）単年度交付の標準的スケジュールの考え方 

以下に単年度交付の場合の標準的なスケジュール例を示します。 

以下に単年度交付の場合の標準的なスケジュール例を示します。 

４/1             2/28  3/1-10 

Ｎ１年度  

 

 

 

 

 

 

（２）複数年度交付の標準的スケジュールの考え方 

以下に複数年度交付の場合の標準的なスケジュール例を示します。中間年度末の事務処理にご留

意下さい。 

4/1        3/31 4/1-4/10       3/31 4/1-4/10       2/28 3/1-10 

Ｎ１年度  Ｎ２年度  Ｎ３年度  

 

 

 

 

 

 

助成開始 

実績報告書提出 
 

年度末中間検査

実績報告書提出
 

年度末中間検査

限度額変更申請提出 限度額変更申請提出 助成終了
実績報告書提出

確定検査

 助成先NEDO 

複数年度交付 

単年度交付 

単年度交付 

運営費交付金

補助金 

国 

助成開始 

助成終了  

 

実績報告書提出

確定検査 
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（３）複数年度交付の実施計画書の考え方 

複数年度交付決定を行う場合、交付申請時の実施計画は、全助成期間の計画を記載しますが、助

成事業に要する費用については、年度毎に積算します。その積算に基づき、交付決定通知書におい

て各年度の年度限度額を定めます。 

なお、年度毎の限度額は、交付決定金額の範囲内において、事業の進捗状況に応じ、プロジェク

ト担当部と協議の上、期中において変更申請により変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、２年度目以降、プロジェクト担当部と協議の上、事業全体額の変更を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画変更承認 

助成先 NEDO

公募要領 

プロジェクト 

基本計画 

 

実施計画書本文 

（全助成期間） 

経費

積算

実施計画書提出 

交付決定通知

年度毎の限度額を設定 
（ただし期中変更可） 

費用総額 

 

1年目 

2年目 

3年目 

限度額 

 

1年目 

2年目 

3年目 

助成先 NEDO

プロジェクト 

基本計画 

 

実施計画書本文 

（全助成期間） 

経費

積算

計画変更申請提出

計画変更承認

費用総額 

 

1年目 

2年目±α 

3年目±α 

限度額 

 

1年目 

2年目 

3年目 
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１．１４ 助成金の支払い

   助成金の支払いには、「概算払」と「精算払」があります。概算払は、助成期間の中途において、

事業の実施に要する経費の一部を支払うものです。精算払は、助成期間終了後（確定検査完了後）に

手続きする最終の経費の支払いをいいます。手続きの詳細は、Ｐ．６９以降を参照ください。 

（１） 助成金の支払手続フロー 

＜概算払の場合＞ ＜精算払の場合＞ 

（２）標準的な支払スケジュール 

単年度交付の場合（※１） 

助成期間開始 4月  

5月 第1回概算払 

6月  

7月  

8月 第2回概算払 

9月  

10月  

11月 第3回概算払 

12月  

1月  

2月 第4回概算払（※

２） 

実績報告書提出 

助成期間終了 3月 

3/1-10 確定検査 

精算払 

複数年度交付の場合（※１） 

助成期間開始 4月  

5月 概算払 

6月  

7月  

8月 概算払 

9月  

初年度 10月  

11月 概算払 

12月  

1月  

2月 概算払（必須） 

 3月 実績報告 

年度末中間検査 4/1-10

4月  

5月 概算払 

6月  

7月  

最終年度 8月 概算払 

9月  

10月  

11月 概算払 

12月  

1月  

助成期間終了 2月 概算払（※２） 

実績報告書提出 

 3月

3/1-10 確定検査 

精算払 

※ 1. 上記は、運営費交付金を原資とする助成事業の例

です。（補助金を原資とする事業については、支払時

期及び方法が異なります。プロジェクト担当部にご確

認ください。） 

※ 2. 助成期間終了が２月末の場合は、終了年度の２月

の概算払は任意とし、確定検査後の精算払（３月）と

することができます。

助成先 NEDO

交付決定 

交付決定通知 

受付 

受理 

審査 

支払 

助成事業の開始 

助成経費発生 

概算払事前登録 

概算払請求 

受領 

FAX、メール 

請求書提出 

助成先 NEDO

受理 

確定検査

額の確定

受理 

支払 

助成事業の終了 

実績報告 

受検 

受理 

精算払請求 

受領 

報告書提出

請求書提出

通知
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１�１５ 助成事業の適正な実施 

ＮＥＤＯの助成事業は、民間において行われる研究開発の促進を目的として行っていますが、事業

の原資は、国民の税金であり、適正な経理処理が必要となります。 

従って、経費を使用する場合は、経済性・効率性を充分に考慮し、適切な経理処理を行ってくださ

い。また、経理処理を行った書類をもって、発生した経費の妥当性を対外的に説明できることが必要

です。 

 

（１）助成事業の経理処理における基本原則 

   ＮＥＤＯ事業の経費計上においては、基本原則となる次の５つの項目を遵守して、法令・社内規

程等（物品購買フロー、旅費規程等）に則した適正な経理処理を心掛けてください。極力、助成先

等の経理処理を尊重し、ＮＥＤＯの経費のみに係る個別作業は、必要最小限に留めます。 

 

＜ＮＥＤＯ事業の経理処理 ５つの原則＞ 

① 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。 

   事業目的に合致しないものはもちろんのこと、事業に直接使用したことが特定できない一般事

務用品等も計上できません。 

② 経費計上は、事業期間中に発生したものが対象です。 

   発注、納品・検収、支払は、原則、事業期間中に行ってください。 

③ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。 

   複数の事業費をプールして、使用しないでください。なお、同一のテーマについて、公的資金

の重複受給はできません。 

④ 経費の使用に際しては、経済性や効率性を考慮した調達を行ってください。 

   物品購入や外注契約に際しては、見積競争を行うなど、経費の経済的な使用を心掛けてくださ

い。 

⑤ 従事日誌は、正しく記載してください。 

   労務費算定の根拠となる従事日誌等は、本人がしっかり記入するとともに、業務の管理者 

は、定期的に、その記載された内容に相違または虚偽がないかどうか確認してください。 

 

 

（２）助成事業における検査の実施 

助成事業に関して実施される主な検査には、以下のものがあります。 

 

① ＮＥＤＯが助成先等に対して行う検査（中間検査、確定検査、その他検査） 

② 助成先が委託先等に対して行う検査（中間検査、確定検査） 

③ 会計検査院が、ＮＥＤＯ、助成先等に対して行う検査（期中検査、期末検査） 

 

 

 

 

 

 

 

検査① 検査②

助成金 委託費等

検査
検査③ 

（検査院が必要と判断した場合）

NEDO 助成先 委託先等

会計検査院 
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（３）会計検査院による検査 

会計検査院とは、内閣から独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検

査し、国の予算執行について適切な会計経理が行われるように監督する機関です。 

 

 

 

 

 

 

① ＮＥＤＯは、会計検査院が必ず検査しなければならない機関になっており、毎年２回会計実地検査

（期中・期末）を受検しています。会計検査院が必要と判断した場合、ＮＥＤＯ助成先も検査の対

象となります。 

② 会計検査院から要請され、助成先が受検することになった場合は、プロジェクト担当部と緊密に連

絡を取り合い、万全の体制で受検に臨んでいただきます。 

 重要なことは、助成事業について、日頃から正確性、合規性、経済性、効率性、有効性を念頭に

おいて事業を実施することです。 

③  会計検査院は、過去５年間に遡って検査を実施できることになっています。したがって、交付規 

程に帳簿等の保存義務として、事業終了後５年間保存しなければならないことを定めています。関

係書類の整理・保存については、充分に留意して下さい。 

④ 会計検査は、次の観点から実施されます。 

ア．正確性（決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているか） 

イ．合規性（会計経理が予算や法令、政令などに従って適正に処理されているか） 

ウ．経済性（事業がより少ない費用で実施できないか） 

エ．効率性（事業が同じ費用でより大きな効果が得られないか） 

オ．有効性（事業が所期の目的を達成しているか、またその効果を上げているか） 

カ．その他会計検査上必要な観点から検査を行う。 

⑤ 助成事業の実施前、実施期間中、実施後に関わらず、問題、疑問が発生した場合には、速やかに

プロジェクト担当部にご相談ください。 

 

（４）不正行為等に対する措置 

助成金は、当機構が助成先に対して反対給付を求めることなく交付する金銭的給付ですので、こ

れを受け入れる者に対し、有効かつ適正な使用が求められます。このため、助成先には、各種申請

・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先に対しては、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

たり（返還金に対する加算金を賦課することもあります。）、不正事案として公表することがあり

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 

④当機構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 

⑥研究活動の不正行為（データや研究結果等のねつ造、改ざん及び盗用） 

⑦公的研究費の不正な使用 

○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） 

 

 日本国憲法第90条 

  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、

その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。（以下省略） 
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適正化法第２９条 

①偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは 

融通を受けた者は、５年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれを 

併科する。 

②前項の場合において、情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。 

 

適正化法第３０条 

第１１条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への 

使用をした者は、３年以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 

する。 
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２．交付申請に関する事務手続

２．１ 事務手続フロー

２．２ 交付の申請について

助成金を希望する事業者は、以下の提出書類一式（正１部及びその写し 2 部）を提出していただき

ます。交付申請書一式及び記入上の注意事項は、ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページ

（http://www.nedo.go.jp/）の公募情報からダウンロードできます。 

（１）提出書類一式

＜参照箇所＞ 

① 助成金交付申請書 様式第１ Ⅱ-P1 

② 助成事業内容等説明書 添付資料１ Ⅱ-P2 

③ 助成事業実施計画書 添付資料２ Ⅱ-P7 

④ 企業化計画書 添付資料３ Ⅱ-P10 

⑤ 非公開とする申請内容 添付資料４ Ⅱ-P12

⑥ 会社案内※ 添付資料５－１   － 

⑦ 財務諸表等経営状況を示す書類 添付資料５－２   － 
※ 会社案内は、過去３年以内に当機構と契約を行っているか、当機構から交付決定を受けている場合は不要です。 

※ 提出書類が上記と異なる場合や、採択後の事務連絡等で追加書類をお願いすることがあります。詳しくは各事

業の公募要領をご覧下さい。 

（２）提出期限 

「公募要領」に記載された日時に従ってください。上記の提出書類を受理した場合は、「提案受理

票」（Ⅱ-P13参照）を提案者に通知します。 

（３）提出先 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 ミューザ川崎セントラルタワー 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 プロジェクト担当部 担当者 宛 

２．３ 助成金交付申請書の作成

（１）基本的な留意事項 

① 事業内容等の区分の明確化 

事業内容等は、ＮＥＤＯの交付申請書（様式第１、添付資料）に基づいて、具体的に記載する

助 成 先 

受  理 

受理書の発行 

審  査 

助成先の選定 

交付申請書(実

施計画を含む)

の 

作成・提出 

受 理 
公募プロセス

公募説明会の開催 

ＮＥＤＯ 

交付決定 
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とともに、共同申請の場合は、各分担内容・項目の区分を明確にして下さい。なお、実用化を目

的とすることから、技術力を有する極力少数の企業等による、役割分担の明確な開発体制が望ま

しいです。 

② 研究体制スキームの明確化 

助成先が助成事業の一部の委託等を予定している場合は、明確に研究体制スキームに組み込ん

で記載してください。なお、委託先等とは、委託契約等、適正な契約を締結することが必要にな

ります。助成先と委託先等が、１００％親・子会社の関係であっても、別法人であることから、

必要な契約をお願いします。

 ③ 交付申請書に定める責任者 

主任研究者 

(※業務管理者) 

助成事業を遂行する際の責任者です。事業の遂行を管理し、各種文書の提出

や登録研究員の従事日誌の確認等を行います。共同申請の場合、申請者毎に

登録が必要です。又、登録研究員が主任研究者を兼ねることも可能です。 

経理責任者 

助成事業費の使い方を管理する責任者です。経費発生調書の記載、発生経費

に係る証拠書類の整理等を行います。共同申請の場合、申請者毎に登録が必

要です。 

     ※ 委託事業においては、業務管理者といいます。 

（２）助成金交付申請書記載例（複数年度交付の場合、Ⅱ-P2参照） 

申請書記載にあたっては、各公募要領に添付された「記入上の注意」を熟読し、提出に際しては、

「記入上の注意」に添付されたチェックリストを必ず使用してください。 

２．４ 主任研究者研究経歴書（Ｃ．Ｖ）

（１） 主任研究者について、主任研究者研究経歴書（Ｃ．Ｖ）の提出をお願いします。 

（２） 氏名、所属、生年月日、e-Rad研究機関コード、e-Rad研究者番号、経歴（最終学歴、学位、研究開

発経歴）、業績（論文発表、学会発表、特許申請等）等を記載してください。 

（３） 書式はＮＥＤＯから送付されますので、作成後ＮＥＤＯへ電子媒体にて送付してください。 

※Ｃ．Ｖ．は「所属機関の研究者代表」の情報の一部（e-Rad研究機関コード、e-Rad研究者番号、氏名、   

所属、生年月日、性別）が、事業名及び助成金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システム

へ提供及び政府研究開発データベース作成のために利用されます。 

※府省共通研究開発管理システム及び政府研究開発データベースに提供された各情報（プロジェクト名、 

契約件名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間）及びこれらを集約した情報は、「独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公

にすることが予定されている情報」として取り扱われます。 

２．５ 助成事業の継続の可否判断と手続き

当該年度で終了する助成事業を、次年度以降も引き続き継続させる場合、以下の方法がありますが、

原則として交付決定の期間延長手続きを行う方法によることになります。 

（１）現行交付決定の期間延長の手続きを行うことで事業を継続させる場合 

助成先で期間を延長した実施計画を作成し、現行助成期間の終了日までに（ＮＥＤＯにて変更承認

を行う為、余裕をもって）ＮＥＤＯ担当部へ「計画変更承認申請書」（様式第７、Ⅳ-P11参照）とあ

わせて提出してください。 

（２）一旦事業を終了し、新たに次年度の交付申請を提出いただき、再度交付決定を行う場合 

次の助成期間の開始日前までに、交付申請書を提出してください。原則として、４月１日以降の

交付決定となります。次年度の交付申請に先立っては、助成先に、当該年度の進捗等についてご報

告をいただきます。その結果次第では、次年度以降の助成継続が認められないことがあります。 
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２．６ 関係書類の提出（交付規程、第９条第１項第２３号）

（１）提出文書の記名・捺印者 

提出文書 記名捺印者 

① 交付申請書 

② 交付申請取下げ届出書 

③ 承継承認申請書 

④ 振込口座番号登録申請書 

代表者 

上記以外 主任研究者等（代表者でも可） 

     ※ 主任研究者等とは、交付申請書に定める主任研究者又はその上長をいいます。 

（２）捺印 

当該記名捺印者の役職印※とします。主任研究者等の役職印がない場合は、以下のいずれかの対 

   応をお願いします。 

① 主任研究者の上長の役職印を使用する場合 

   文書の記名捺印者は主任研究者の上長とし、下段に主任研究者の記名とします。 

（例） ○○○株式会社 

   第 1研究本部長 △△ △△ 役職印 ← 主任研究者の上長 

第２研究部長  □□ □□      ← 主任研究者 

（主任研究者） 

② 主任研究者の個人印又は法人等の社印をＮＥＤＯに登録の上、使用する場合 

「変更手続等における使用印届出書」（Ⅱ-P14参照）を提出後、使用してください。 

※ 役職印の例 

「法人等の名称」が「部門・事業部の名称」となっている場合も、役職印として使用可能です。 

○

○

○
○ 株

式

会

社

法人等
の名称

役職の
名称

○

○

○
○ 株

式

会

社

法人等
の名称

役職の
名称
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２．７ 助成対象費用（内容）

 当該助成事業の研究開発に直接関わる以下の経費を、助成対象費用とすることができます。物品購

入や外注契約に際しては、見積競争を行うなど、経費の経済的な使用を心掛けてください。 

（表）助成対象費用 

費目 細   目 内        容 

Ⅰ 

機

械

装

置 

等

費 

P29 

1.土木・建築工

事費 

プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに

付帯する電気工事等を行うのに必要な経費。 

2.機械装置等製

作・購入費 

助成事業の実施に必要な機械装置、その他備品の製作、購入、又は借用に要する

経費。 

 ※汎用的な装置等を必要とする場合は、レンタル等も検討し安価な方を採用し

てください。 

 ※自社設計・製作の場合、社内振替価格もしくは当該部門の単価等を用いて算

出してください。（P30参照） 

3.保守・改造修

理費 

プラント及び機械装置の保守（機能の維持管理等）、改造（主として価値を高め、

又は耐久性を増す場合＝資本的支出）、修理（主として原状に回復する場合）に

必要な経費。 

Ⅱ 

労

務

費 

P31

1.研究員費 助成事業に直接従事する研究者、設計者及び工員等の人件費。 

※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。 

2.補助員費 助成事業に直接従事したアルバイト、パート等の経費（但し、上記1.研究員費に

含まれるものを除く）。 

Ⅲ 

そ 

の

他 

経

費 

P51 

1.消耗品費 助成事業の実施に直接必要な資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要する経費。

2.旅費 ①助成事業を実施するため特に必要とする研究員及び補助員の旅費、滞在費、交

通費及び学会参加費。 

②研究者以外の者に、助成事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のため

の国内、海外調査に要する経費で旅費、滞在費、交通費及び学会参加費。 

3.外注費 助成事業の実施に必要なデータの分析及びソフトウエア、設計等の請負外注に係

る経費。 

 ※技術開発要素のない部分を外注・請負契約で発注する経費。 

4.諸経費 上記の各経費のほか、助成事業の実施に特に必要と認められる経費。 

 ※例えば、光熱水料、会議費、通信費、借料、図書資料費、通訳料、運送費等、

研究開発に直接必要な経費。 

Ⅳ  

委
託

1.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に定める項目に準じて行います。 
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費 
･ 
共
同
研
究
費 
P58

2.学術機関等に 

対する共同研究

費（定額助成） 

助成事業のうち申請者以外の学術機関等が行う研究開発に必要な経費。ただし、

機構が別途指示した場合に限り設ける細目。当該経費の算定に当たっては、上記

ⅠからⅢに定める項目に準じて行います。Ⅳの細目１と２の間の流用はできませ

ん。 

 

（注１）原則として、助成期間中に発生し、かつ、支払いまで完了した経費が費用計上の対象です。た

だし、助成期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているもの（検収しているもの）であ

って、助成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、

その支払期限が助成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。 

（注２）消費税及び地方消費税は、原則として助成対象費用とはしていませんので、経費は「消費税抜

額」にて算出してください。 

（注３）委託費・共同研究費の積算は、助成金交付申請書の別紙「助成事業に要する費用、助成対象費

用及び助成金の額」（Ⅱ-P9参照）の要領で作成してください。 

この際、国立機関等（P58参照）に対する委託費・共同研究費の中で「間接経費」を積算する場

合には、「Ⅲ．その他経費 ４. 諸経費」の中に記載してください。 

（注４）特許出願費及び維持費は、原則認められません。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。(当機構担当者にご相談く

ださい。) 

（注５）平成１８年度以前に交付決定された事業についても、平成２１年度以降については、本費目・

細目を適用してください。 
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３．事業内容の変更に関する事務手続 
 

３．１ 事業内容の変更（交付規程、第１１条） 

助成事業の内容に変更がある場合には、事前に当機構担当者までご相談ください。変更に係る手続

きは、「計画変更承認申請書」（様式第７、Ⅳ-P11参照）、「計画変更届出書」（様式第８、Ⅳ-P12参照）

による場合の２種類があります。変更内容によって、以下の手続が必要になります。 

 

手続の種類 変更内容（例） 

 

 

計画変更承認申

請書による場合 

実施計画等に「主要な内容の変更」がある場合 

① 助成対象費用・助成金の額（年度限度額を含む）を変更する時 

② 助成事業の期間を変更する時 

③ 研究開発の主要な内容･目標・方法を変更する時 

④ 研究体制スキームを変更する時（委託先・共同研究先を変更する時を含む） 

⑤ 複数年度交付において、当該年度の限度額を増額または減額するとき 

⑥ 企業間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、権利義務の承継

・移転が発生する時（P19、「事業承継承認申請書」Ⅳ-P12参照） 

 

 

 

計画変更届出 

書による場合 

実施計画等に「軽微な変更」がある場合 

① 助成対象費用の費目Ⅰ～Ⅲの年度限度額合計の２０％を超えて、費目間の経費

の配分を変更する時 

② 委託先・共同研究先の契約金額を変更する時 

③ 主任研究者、研究員又は経理責任者を変更する時（減員は除く） 

 ※主任研究者を変更する時には研究経歴書（C.V）も提出してください。 

④ 期間専従者を変更する時 

⑤ 率専従者の申告従事率に変更がある時 

⑥主任研究者、研究員、経理責任者の所属、役職の変更がある時 

⑦助成先の住所、名称、代表者氏名（代表者等）に変更がある場合（「代表者等

の変更通知書」Ⅱ-P15参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 17 − − 18 −

Ⅰ



18 

３．２ 計画変更承認申請書による場合

交付申請書に記載された事業内容等に主要な変更がある場合は、あらかじめ、「計画変更承認申請

書」（様式第７、Ⅳ-P11 参照）を提出していただき、当機構の承認を受けてください。

＜事務手続フロー＞

３．３ 計画変更届出書による場合

事業内容に「軽微な変更」がある場合は、「計画変更届出書」（様式第８、Ⅳ-P12参照）を提出

してください。 

＜事務手続フロー＞

計画変更届出書の提出は、当該月分を以下の期限までにまとめて提出できるものとします。 

① 通常月（以下②、③以外の月）分 翌月第５営業日 

② 助成事業の終了月分 実績報告書の提出日 

③ 年度末中間実績報告月分 年度末中間実績報告書の提出日 

３．４ 複数年度交付における限度額変更手続き

複数年度交付においては、各年度に限度額を設けていますが、研究の進捗等に応じ、限度額を変 

更できます。 

（１）事業の進展等による前倒し実施、事業の遅延等による後倒し実施の場合 

「前倒し」とは、事業計画の内容、助成金の額は変更せず、スケジュールを前倒しで実施するた

めに、当該年度の限度額を増額することを言います。総額は変わりませんので、翌年度の限度額は

減額になります。 

＜前倒しの例＞ （単位：百万円） 

限度額 
総額 

Ｎ１年度 Ｎ２年度 Ｎ３年度 

当初交付決定 １００ １２０ １５０ ３７０ 

変更後 
１２０ 

（+２０） 

１００ 

（▲２０） １５０ ３７０ 

「後倒し」とは、事業計画の内容、助成金の額は変更せず、スケジュールの遅延等により生じた

当該年度の限度額残を翌年度に繰延することを言います。 

助 成 先 ＮＥＤＯ

審  査 

変更承認 

計画変更承認申請書提出 受  理 

受 理 

助 成 先 ＮＥＤＯ

受理通知 

計画変更届出書提出 受  理 

受 理 
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＜後倒しの例＞ （単位：百万円） 

限度額 
総額 

Ｎ１年度 Ｎ２年度 Ｎ３年度 

当初交付決定 １００ １２０ １５０ ３７０ 

変更後 
９０ 

(▲１０) 

１３０ 

（＋１０）
１５０ ３７０ 

 ①「前倒し」、「後倒し」を希望する場合は、事前にＮＥＤＯのプロジェクト担当部に相談の上、「計

画変更申請書」（様式第７、Ⅳ-P11 参照）を提出してください。限度額が増額されるのは、 

ＮＥＤＯの承認日以降です。 

② 限度額を変更する時は、実施計画書の積算を再作成してください。 

（２）増額変更について 

増額変更とは、助成金の額を増額することを言います。通常、前項の「後倒し」に引き続いて 

行います。 

   ＜後倒し後の増額変更の例＞ （単位：百万円） 

限度額 
総額 

Ｎ１年度 Ｎ２年度 Ｎ３年度 

後倒し後の金額 ９０ １３０ １５０ ３７０ 

変更後 ９０ 
１６０ 

（＋３０） 
１５０ 

４００ 

(＋３０) 

 増額変更を希望する場合は、事前にＮＥＤＯのプロジェクト担当部に相談の上、「計画変更申請

書」（様式第７、Ⅳ-P11 参照）を提出してください。限度額が増額されるのは、ＮＥＤＯの承認

日以降です。 

３．５ 会社再編等に伴う助成事業の承継手続（交付規程、第１２条）

助成先に、法人間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、助成事業に係る権利義務

の承継又は移転が発生する場合は、以下の手続が必要になります。助成期間中はもとより、事業終了

後も、同様の手続が必要です[N1]。 

また、当機構の承認を得て助成事業を承継する場合は、新たな承継事業者が「助成先」としてそ

の地位を引き継ぎますので、処分制限財産を新たな承継事業者に譲渡しても、交付規定第１６条に

規定する財産処分には該当しません。従って、旧助成先から「財産処分の申請」並びに「処分によ

り得られた収入金報告書」の提出は不要です。 
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（１）助成先が他社の業務を包括的に承継※して、「存続会社」になるケース 

＜例：助成先が他社を吸収合併して、存続会社となる場合＞ 

※「包括的に承継」とは、ある法人の有する一切の権利・義務が、他の法人にすべて引き継がれ

ることを言います。会社法に規定する会社再編手続に基づく合併（吸収合併・新設合併）、会

社分割（分社化）が該当します。この場合、個別の債権・債務について特別な手続は不要です。 

 手続きは不要です。 

（２） 他社が助成先の業務を包括的に承継※して、「存続会社」になるケース、又は、助成先が他社に 

助成事業を含む一部の業務を営業譲渡※するケース 

＜例１：助成先が他社に吸収合併されて、解散会社となる場合＞ 

＜例２：助成先が助成事業を実施している部門を他社に営業譲渡する場合＞ 

※「営業譲渡」とは、ある法人の有する一部の権利・義務を他の法人に移転することを言います。

包括的承継とは異なり、すべての権利・義務が引き継がれませんので、個別の債権・債務につ

いて、移転の手続が必要になります。 

Ｘ社

（旧Ｘ社）

（旧Ｙ社）Ｙ社

（合併）

（Ｘ社が存続会社） 

● 助成事業 

分離→ 

Ｙ社に 

営業譲渡 

部門Ｐ 

部門Ｑ 

Ｘ社

部門Ｐ 

Ｘ社

部門Ｑ 

Ｙ社

Ｘ社

（旧Ｘ社）

（旧Ｙ社）Ｙ社

（合併）

（Ｙ社が存続会社） 

● 助成事業 

● 助成事業 
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以下の手続が必要になります。 

① 営業譲渡の実施前に、事業を承継しようとするＹ社が「承継承認申請書」（様式第９－１、Ⅳ

-P12参照）を提出し、機構の承認を得てください。その際、「会社登記簿、営業譲渡契約書等の

写や変更前後の組織図等、営業譲渡の内容が分かるもの」の添付をお願いします。 

② 振込指定口座の登録が必要な場合は、承継会社Ｙ社が、権利義務の承継日付以降に、「振込指定

口座番号登録申請書」（様式１１－２、Ⅳ-P15参照）を提出してください。 

③ 研究体制スキームに変更がある場合は、承継会社Ｙ社が、権利義務の承継日付で、計画変変更

請を行ってください。 

（３）助成先が、新会社を設立（新設合併を含む）して営業譲渡するケース 

＜例１：助成先と他社が合同して、新会社を設立（新設合併）する例＞ 

   以下の手続が必要になります。 

① 会社再編の実施前に、助成先Ｘ社が「承継承認申請書」（様式第９－２、Ⅳ-P13参照）を提出（「新

設会社の概要や変更前後の組織図等、分社化・営業譲渡等の内容が分かるもの」の添付願います。）

し、機構の承認を得てください。承認後は、助成先Ｘ社は、承継会社Ｚ社に新会社設立後すみやか

に、「承継承認申請書」（様式第９－１、Ⅳ-P12参照）を提出させてください。 

② 新会社Ｚ社は、新会社設立後に、「会社登記簿（写）」を添えて「承継承認申請書」（様式第 

９－１、Ⅳ-P12参照）を提出し、機構の承認を得てください。 

③ 振込指定口座の登録が必要な場合は、新会社Ｚ社が、権利義務の承継日付以降に、「振込指定口座

番号登録申請書」（様式１１－２、Ⅳ-P15参照）を提出してください。 

④ 研究体制スキームに変更がある場合は、新会社Ｚ社が、権利義務の承継日付で、計画変更申請を行

ってください。 

吸収 

（Ｘ社・Ｙ社

は解散して、

Ｚ社を新設） 

Ｘ社

Ｙ社

● 助成事業 

Ｚ社

（解散）
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４．経理処理について

４．１ 経費計上の費目

助成事業の実施に伴う経費は、「２．７ 助成対象費用」（P15参照）の「費目」、「細目」に定

める区分に従って、整理・計上してください。 

費   目 細   目 

Ⅰ．機械装置等費 １．土木・建築工事費 

２．機械装置等製作・購入費

３．保守・改造修理費 

Ⅱ．労務費 １．研究員費 

２．補助員費 

Ⅲ．その他経費 １．消耗品費 

２．旅費 

３．外注費 

４．諸経費 

Ⅳ．委託費・共同研究費 １．委託費・共同研究費 

２．学術機関等に対する共同

研究費 

注）流用について 

助成期間中において、交付決定通知書の助成対象費用の各費目のⅠ～Ⅲの経費の執行について、

発生額が交付決定時の金額を下回る費目と、超える費目がある場合、その費目の間で交付決定時の

金額配分を変更することを言います。 

事業内容に主要な変更を伴わない限り、費目のⅠ～Ⅲの年度限度額合計の２０％を超えない額に

ついては、助成先の裁量で行うことができます。２０％を超える場合は、計画変更届出書が必要で

す。 

なお、費目Ⅰ～Ⅲと費目Ⅳとの間、並びに、費目Ⅳの細目１．と細目２との間の流用はできませ

ん。 

４．２ 経費計上の注意点

（１）経費計上基準 

経費計上は、以下の基準で行ってください。ただし、一度選択した経費計上基準は、年度の途中

において変更することはできません。 

区分 経費計上基準 

労務費 検収ベース 

旅費 支払ベース 

上記以外 支払ベースか検収ベースのいずれかを選択 

「支払ベース」とは、支払が発生した時点で経費計上することを言います。現金支払の場合は領

収書の日付、金融機関からの振込支払の場合は振込日で経費計上します。 

「検収ベース」とは、検収後に物品又は役務に対する正当な請求書を受領し、支払債務が確定し

た時点で経費計上することを言います。 

一般的に物品の納入、役務の履行及び検収だけでは、支払債務は確定しませんが、助成先の規

程等により、請求書の受領に代えて、納品書の受領と支払書の発行をもって支払債務が確定する

場合は、その時点での検収ベースの経費計上が可能になります。 

（２）経費計上の基本的な考え方 

経費の計上に際しては、ＮＥＤＯ事業の経理処理５つの原則（P9 参照）のほか、法令・社内規

− 21 − − 22 −

Ⅰ



程（物品購買フロー、旅費規程等）に即した適正な処理を心掛けてください。 

（３） 留意点 

① 助成の対象となる費用は、助成事業の実施に直接必要な経費に限ります。例えば以下の経費は対

象外となります。 

ア．経理事務に従事する場合の人件費、及び経理事務のために発生した経費 

イ．ＮＥＤＯ検査の受検に係る経費（委託先・共同研究先がある場合にはその検査に係る経費） 

ウ．ＮＥＤＯでの説明会等、研究開発に直接係らない事務的な会議に要した経費 

エ．金融機関への振込手数料、学会登録料、為替差損等 

②  送料が調達価格と別立になっていない場合及び海外物品等の調達の際に発生し得る関税につ

いては、調達に係る付帯経費として、該当する費目に含めて構いません。  

（送料について、スポット的に発生する場合、又は新たに物品等を調達する際に調達価格と別立に

なっている場合には、運送費（P56 参照）に計上します。 

③ 原則、助成期間中に発注し、かつ支払が完了したものを費用計上の対象とします。 

＜助成期間＞ 

○       見積 発注 納品 検収 請求 支払 

○   見積  発注 納品 検収 請求 支払           

× 見積 発注    納品 検収 請求 支払 

×                  見積 発注 納品 検収… 

※         見積 発注 納品 検収 請求  支払

※ 例外として、支払が助成期間外になっても、以下の要件を満たす場合、助成対象費用として認め

られます。 

助成期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているもの（検収しているもの）であって、

助成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

払期限が助成期間終了日の翌月末日までのもの。 

（相当の事由の具体例） 

① 労務費：給与等の支払いが月末締の翌月になる場合が多いため。 

② その他経費：研究の進捗上緊急を要し、助成期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の

都合上、助成期間中の支払いが困難なもの。 

４．３ 経理処理に当たっての注意点

（１）支出内容を証明する書類 

支出内容を証明する書類として、助成先の経理処理において通常使用している発注、納品、検収、

請求、支払を確認できる書類（オンライン発注等の場合は、データで確認可）を用意してください。

検査時に確認します。 
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（２）支払について 

支払方法は、現金払又は金融機関からの振込を原則とします。 

① 手形取引 

  手形払は、不渡りになったり、振出しから決済までの期間が長い等、不確定要素が高いため、   

原則認められません。 

② クレジットカード 

    助成先の規程に従った、法人・個人のクレジットカードの使用を認めています。ただし、使用・  

支払に係る証拠書類の確認と、助成期間終了日の翌月末日までの支払完了が条件になります。 

③ 振込手数料 

      金融機関への振込手数料については、助成対象外となります。ただし、振込手数料を取引先で 

負担しており、本体価格の内数になっている場合は、当該処理を認めます。 

④ 支払の証拠書類について 

  支払の事実及び支払日を確認できる証拠書類としては、金融機関の作成する「振込金受領書等」    

がありますが、電子決済により作成しない場合、「振込依頼電子データ」にて確認しますので、デ－ 

タの保存をお願いします。 

この時、振り込みデータシステムは以下の条件をみたしていることが必要です。 

ア． 検査対象者内部での決裁完了後、取引データ(財務データ)が銀行へ送信されるシステム

になっていること。 

イ． 送信される際にデータの改ざんができないシステムになっていること。 

 

「振込依頼電子データ」が存在しない場合(容易に提示できない場合を含みます)、エビデンスに

付随する社内決裁資料を確認します。 

 

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、内訳が分かるようにしてくだ

さい。（ＮＥＤＯ業務分××円、自社業務分××円） 

 

又、助成先から納品企業への決済処理において、相殺決済（ネッティング）やファクタリングが

導入されている時は、⑤⑥それぞれのすべての条件を満たす場合に限り、その取扱いを可能としま

す。検査時には、助成先の支払債務や支払事実を確認しますので、ファクタリングの適用の可否に

ついては、あらかじめプロジェクト担当部へご相談ください。 

⑤ 相殺決済 

ア．二者間で債権債務の相殺を行うもの（バイラテラル・ネッティング）であること。 

イ．相殺請求書並びに明細書またはそれに代わる証憑類の提示により、助成事業における個別の支 

払債務額が特定できること。 

ウ．相殺領収書または、それに代わる証憑類の提示により、助成先による支払事実が確認できるこ

と。 

エ．助成期間終了前の請求経費の支払期限を助成期間終了日の翌月末日までとすることができるこ 

と。 
  注）相殺決済とは・・ 

    企業間の取引に伴う受取債権と支払債務を相互に相殺し、ネット債権・債務のみを決済する方式。  

  ⑥ ファクタリング 

ア．債権者（納品企業）から新債権者（ファクタリング会社）へ債権譲渡が行われ、助成事業にお

ける個別の支払債務額および新債権者を契約書、債権譲渡通知書又は債権譲渡承諾書などで確認

できること。 

イ．新債権者（ファクタリング会社）から助成先へ債権譲渡にもとづく「請求書」またはそれに代

わる証憑類の提示に基づき、助成先による支払い事実が確認できること。 

ウ．助成期間終了前の請求経費の支払期限を助成期間終了日の翌月末日までとすることができるこ

と。 
注）ファクタリングとは・・ 

納品企業が助成先に対して有する売掛債権（助成先側からは買掛債務）をファクタリング会社へ譲渡・

売却して早期に資金回収を図るもので、助成先の支払は納品企業ではなく、ファクタリング会社となる。 
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〔ファクタリングの基本型〕 

 
 

（３）外貨の円換算について 

項   目 積 算 時 計 上 時 

外貨を使用する場合 

（海外への外注、・設備の 

調達、海外出張等） 

原則、交付申請書の作成月の

直前３ヶ月の平均レート 

助成先の社内規程による 

（社内で使用する為替レート）

  平均レート表は、ＮＥＤＯホームページに掲載していますので、ご利用ください。 

 

（４）小数点以下の端数処理方法 

金額、単価等 端数処理 

① １００％子会社等からの調達による利益排

除を経常利益率で行う場合 
小数点以下第２位を切上げ 

（例：５．１％） 

② 内税方式で消費税を割り戻す場合の円未満

の端数処理 
助成先の社内規程等によります 

③ 上記以外の小数点以下の端数処理 原則、切捨て 

 

（５）機械装置等製作・購入費と消耗品の区分 

機械装置等の製作・購入については、「取得価格が１０万円以上（消費税込）、かつ使用可能期間

が１年以上のもの」は「機械装置等製作・購入費」に、それ以外（「取得価格が１０万円未満、又は

使用可能期間が１年未満のもの」）は「Ⅲ．その他経費１．消耗品費」に計上します。これをまとめ

れば、次表のとおりです。 

 

＜取得価格（消費税込）＞ 

使用可能期間 

取得価格 
１年未満 １年以上 

５０万円以上（税抜） 消耗品費 
機械装置等製作・購入費 

（処分制限財産となります） 

１０万円以上 消耗品費 機械装置等製作・購入費 

１０万円未満 消耗品費 消耗品費 

 

 

納品企業 
（債権者）

助成先 
（債務者） 

ファクタリ 
ング会社 

②売掛債 
権発生 

①売買契約・納品等 

③債権譲渡に 
 関する覚書 

④代金一括支払 
 

ファクタ 
リング契約 

 
⑤請求 
⑥支払 
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（６）ソフトウエアの計上費目について 

ソフトウエアは、上記(５)にかかわらず、その用途により、計上する費目が異なりますので、注

意してください。 

用  途 計 上 費 目 

① 機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、 

一体として機能するもの 

Ⅰ．機械装置等費 

２．機械装置等製作・購入費 

② 単独で動作するもので、自社で製作したもの

及び購入したもの。 

Ⅲ．その他経費 

１．消耗品費 

③ 単独で動作するもので、外注したもの Ⅲ．その他経費 

３．外注費 

 

（７）革新的技術特区（スーパー特区）の取扱い 

   当該助成事業の全部又は一部が、革新的技術特区（スーパー特区）の採択課題として決定がなされ

た場合には、決定がなされた旨をＮＥＤＯに申し出ることにより、当該公募要領で規定する「スーパ

ー特区における研究資金の統合的かつ効率的な運用の方策」に基づき、助成対象費用について統合的

かつ効率的な運用を行うことができます。 

 

�．� 消費税等処理 

 

（１）基本的な考え方 

消費税及び地方消費税は、原則として助成対象費用としていませんので、経費は全て「消費税額

抜」で算出してください。 

 

（２）留意点 

① 消費税法では、給与を対価とする役務の提供は、課税対象になりませんが、報酬を対価とする役務

の提供は、課税の対象となります。例えば、専門的知識・技能等に基づく役務提供は、報酬を対価と

する役務の提供に該当し、消費税課税対象となります。 

②助成先の会計処理上、委員に対する謝金、手当等の報酬について消費税が含まれる場合には、消費

税を控除した額を計上してください。 

③ 学会参加費の消費税区分は、学会会員の参加費は不課税、学会非会員の参加費は課税となります。 

（「学会の年会参加費に対する消費税の取り扱いについて」平成８年９月１２日付文部省学術国際局学

術情報課事務連絡） 

④ 国内で発生する以下の経費については、通常支払われる金額が消費税込の金額であるため、消費税

額を控除した額で計上してください。 

ア．国内出張における旅費（日当、宿泊費、交通機関の運賃） 

（ただし、早出・遅着日当などで、税務当局より給与としての取扱いを受け、源泉税の支

払対象となっているものは除きます。） 

イ．海外出張における支度料、国内交通費、国内の空港使用料 

⑤ 海外出張における海外での旅費については、消費税の課税対象になりませんので、支出額をそのま

ま計上します。（航空運賃、海外での空港使用料、交通費、日当、宿泊費等） 

⑥ 海外出張において、その現地国の法令により課税される場合がありますが、海外の税金等に関して

は、税額控除する必要はありません。 
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４．５ 外注・物品等の調達を行う場合

＜基本的な考え方＞ 

請負工事、外注、物品等の調達については、助成先等が定めた規程に基づいて、行ってい

ただきます。ただし、１契約が２００万円以上（消費税込）の場合については、必要とする

仕様を定めた上で、経済性を確保する観点から、助成先等の規程に拘らず、競争原理を用い

た２者以上の相見積（見積競争）を原則とします。（子会社等からの調達においても同様です。）

（１） 例外 

機種及び業者を選定して発注する必要がある場合は、「選定理由書」（Ⅱ-P16 参照）により相見

積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性についても説明していただきます。 

① 機種を選定する場合には、同等品、類似品との性能比較を行った結果、当該機種を選定した理由を

具体的に説明してください。 

② 業者を選定する場合には、選定理由を具体的に説明してください。代理店が１社に特定されている

場合は、必ず「代理店証明書」が必要になります。 

（２）帳票類に、購入した品名が○○一式として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してく

ださい。 

（３）助成事業の本質的な部分（研究開発要素のある業務）は、外注することはできません。外注する内

容については、十分検討してください。 

（４）特に、機械装置等費や外注費においては、購入する物品、サービス、仕様等の内容を明確にする必

要がありますので、必要に応じて、見積仕様書、発注仕様書を作成するよう心掛けてください。検査

時に仕様が明確かどうかを確認します。 

４．６ 自社調達又は１００％子会社等から調達を行う場合の利益排除

（１） 助成先等の自社内から調達を行う場合（調達金額の多寡に関わらず利益排除を行います。） 

① 経費の計上には、製造原価又は仕入原価を用います。助成先において、原価の証拠書類等が明らか 

にできない場合は、製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 

② カタログ商品等一般に販売している商品で、製造原価または仕入原価を示せない正当な理由がある

場合は、下記（３）１００％子会社等から 1契約２００万円以上（消費税込）の調達を行う場合と同

様とします。 

（２）助成先等が、連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社・孫会社（以下、１００％子会社等）

と取引する場合は、下記（３）に掲げる条件で、利益排除が必要となります。 

① 出資関係が以下のような場合、子会社、孫会社は利益排除の対象になります。 

＜孫会社Ｃに対する親会社Ａの持分＞＝(Ｃに対するＡの出資比率)＋{(Ｂに対するＡの出資比率) 

×(Ｃに対するＢの出資比率)}＝６０％＋(１００％×４０％)＝１００％ 

② 出資関係が以下のような子会社等は、利益排除の対象となりません。 

子会社Ｂ 

親会社Ａ 孫会社Ｃ 

６０％

１００％ ４０％

５５％

１０％ 

４０％

９０％ 

子会社Ｂ 

親会社Ａ 孫会社Ｃ 

他グループ会社Ｅ
他グループ会社Ｄ

５％ 
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＜孫会社Ｃに対する親会社Ａの持分＞＝(Ｃに対するＡの出資比率)＋{(Ｂに対するＡの出資比率) 

×(Ｃに対するＢの出資比率)}＝５５％＋(９０％×４０％)＝９１％ 

③ １００％子会社等が助成先等である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象となりません。 

④ 期中で出資比率が変動して、新たに１００％子会社等となったり、ならなくなった場合、出資比率

変更日以降から、計上方法を変更してください。 

 

 

（３）１００％子会社等から１契約２００万円以上の調達を行う場合（１契約が２００万円未満の場合は、

以下の利益排除手続は不要です。） 

① 相見積を徴取する場合 

１００％子会社等を含まない２者以上の相見積を他に徴取した結果、１００％子会社等の調達価格

が他者の価格を下回った時は、利益排除は不要です。 

② 相見積を徴取しない場合 

利益相当分を排除した額を計上するとともに、相見積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性に

ついて説明してください。利益相当分の排除は、まず以下のアの方法で原価を計上しますが、原価の

証拠書類等が明らかにできない場合は、次にイの方法を、イの方法が存在しない場合は、ウの方法を

選択してください。 

ウの場合は、年度毎に、（年度末中間）実績報告時点で直近の確定決算における値を使用し、当該

年度中適用します。 
ア．製造原価又は仕入原価を証明する方法 

イ．１００％子会社等との間で当該年度適用の利益率又は手数料等を取り決めている場合は、そ

の率 

ウ．経常利益率（経常利益／売上高、小数点以下第２位を切上げ）で利益排除を行う方法 

ただし、決算上赤字等※の場合は、利益排除の必要はありません。 

※ 決算上赤字等とは、決算書上の経常利益が赤字もしくは０のことを言います。 

③ １契約の取扱い 

 派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約金額（契約期間 

における総見込支払額）が２００万円以上の場合、利益相当分を控除した単価を用いるものとしま 

す。ただし、１００％子会社等を含まない２者以上の相見積りを他に徴取した結果、１００％子会 

社等の調達価格が他の価格を下回った時は、利益排除は不要です。      

また、１００％子会社等との間で、年間包括／価格協定契約等を締結して発注を行う場合、原則 

として発注単位毎に１契約とみなします。ただし、合理的根拠を欠く分割発注により発注金額を 

２００万円未満とすることは認められません。 

旅費については、研究員 1名・1回毎の出張手配を１契約として取り扱います。 
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29 
 

�．機械装置等費 
 

�．１ 機械装置等費の細目 

 

（１）機械装置等費の細目 

 

＜基本的な考え方＞ 

１．土木・建築工事費 

① プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事費 

② 付帯する電気工事等を行うのに要した労務費、材料費、旅費、消耗品費、光熱水費、仮設

備費及びその他の経費 

③ 上記①、②の外注費 

２．機械装置等製作・購入費 

① 研究の遂行に必要な機器・設備類の購入費、関連する営繕工事費及び試運転、据付（購入

品及び試作品）に要した費用 

② 研究の遂行に必要な機器・設備類の設計、製造、加工等に要した費用および加工等に必要

な機器類の借上に要した費用 

③ 機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、一体として機能をするソフトウエアの設計・製

造に要した費用 

④ 試作品であって、次年度以降（１年以上使用）もその試作品を用いて研究開発を行う場合

の試作に要した費用 

⑤ 上記①～④の外注費 

３．保守・改造修理費 

① 保守費  

当該研究開発に使用するために、助成事業費で購入した装置、及び過去にＮＥＤＯ委託事

業費で購入し、当該助成事業に使用するため貸与されている装置（以下、ＮＥＤＯ委託費で

購入した装置等）の保守（法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスにより、機能の維持

管理等を行うこと）を必要とした場合における労務費、旅費、消耗品費及びその他の必要な

経費 

② 改造修理費 

当該研究開発に使用するために、装置等の改造（主として機能を高め、又は耐久性を増す

ための資本的支出）、修理（主として、原状を回復する場合）を必要とした場合における労務

費、旅費、消耗品費及びその他の必要な経費 

ただし、助成事業費で購入した装置等、ＮＥＤＯ委託費で購入した装置等以外に係る修理

費については、以下の２つの条件を満たす場合に費用計上が認められます。 

ア．外来的な要因ではない故障（劣化、スパーク等）及び天災不可抗力による損傷で故障し

たことが明らかであること 

イ．修理後も当該助成事業に使用する必要があること 

③ 上記①、②の外注費 

  
（２）機械装置等に係る外注については、必要性及び金額の妥当性を明確にしてください（検査時に仕 

様が明確かどうかを確認します）。助成事業の本質的な部分（研究開発要素のある業務）を外注するこ 

とはできませんので、外注する内容については、十分検討してください。 

 

（３）地方自治体の承認が必要な建築工事は、必ず承認を受けてください。 
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（４）機械装置等製作・購入費の留意点 

① 機械装置等の製作・購入については、「取得価格が１０万円以上（消費税込）、かつ使用可能期間 

が１年以上のもの」は「機械装置等製作・購入費」に、それ以外（「取得価格が１０万円未満、又は

使用可能期間が１年未満のもの」）は「Ⅲ．その他経費１．消耗品費」に計上します。 

ただし、使用する期間が１年未満の試作品の製作を外注する場合は、「「Ⅲ．その他経費３．外注

費」に計上します。 

② ソフトウエアは、上記①にかかわらず、その用途により、計上する費目が異なりますので、注意

してください。 

用途 計上費目 

① 機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、 

一体として機能するもの 

Ⅰ．機械装置等費 

２．機械装置等製作・購入費 

② 単独で動作するもので、自社で製作したもの

及び購入したもの。 

Ⅲ．その他経費 

１．消耗品費 

③ 単独で動作するもので、外注したもの Ⅲ．その他経費 

３．外注費 

５．２ 自社部門で工事等を行う場合

助成先等の自社の工事・営繕・設計部門等において、土木・建築工事、製作設計・加工、保守・改

造修理を行う場合は、以下の算式により経費を算定してください。 

（土木・建築工事費） 

（製作設計・加工費）   ＝ （当該業務に要した時間）×（当該部門の部門単価） 

（保守・改造修理費） 

※ 登録研究員の業務として、交付申請書に記載されている「設計・加工等の研究開発」を行なう 

場合は、労務費単価を使用して、「Ⅱ．労務費１．研究員費」に計上します。 

（１）当該事業の従事者は、従事日誌を作成してください。ただし、自社の原価計算で使用する工数を管 

理するシステムで、従事者個別に当該業務分が他の業務と区分されているものがある場合は、それを 

従事日誌の代わりとできますので、事前にプロジェクト担当部に相談してください。 

（２）部門単価は、自社で定める算出方法によって、年度毎に、当該年度の（年度末中間）実績報告時点

で直近の確定決算により算出した単価を使用し、当該年度中適用します。 

ただし、当該年度の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は、その単価を使用するこ

ともできます。 

（３）部門単価の計算方法が設定されていない場合は、「部門単価計算書」（Ⅱ-P17参照）に従って、当該

年度の（年度末中間）実績報告時点で直近の確定決算により、部門単価を算出してください。 
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31 
 

６．労務費 
 

６．１ 労務費の�� 

労務費の計上は、助成事業の従事者の業務内容により、「研究員費」と「補助員費」に区分します。 

労務費は「検収ベース」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。 

 

（１）研究員費として計上する経費 

 

助成事業に直接従事した研究員のうち、「交付申請書に研究員として登録された者」で、 

かつ助成先の従業員等としての身分を有する者に対する人件費 

＊学生（学部生、院生）は研究員として登録できません。 

 

① 「助成事業に直接従事した時間分」についてのみ、労務費として計上することができます。 

当該助成事業に係る事務作業（プロジェクト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書類の作成事 

務、ＮＥＤＯへの提出書類作成事務等）については、計上できません。 

② 当該助成事業に係る「学会での発表」及び「学会発表資料の作成」に要する研究員の労務費も計

上することができます。 

③ 出張時の労務費計上における注意点は、以下の通りです。 

ア．助成事業に係る出張における「移動時間」については、助成先等で定めている就業時間の

範囲内において、助成事業従事日誌に計上することができます。 

イ．海外出張等で土・日曜日に用務がなく「資料整理」と記載された場合の労務費計上は認め

られません。 

ウ．休日手当等の支給されない管理職については、休日出勤時間の労務費計上はできません。

④ 他社の従業員等を研究員として登録する場合は、必ず助成先に出向させる必要があります。 

⑤ 派遣研究者については、派遣業者との契約から研究員であることが明らかで、かつ独自の研究テ 

ーマを持つ者に限り、研究員として登録できます。 

⑥ 交付申請書には、研究体制（登録研究員の氏名、担当事業内容等）、主要な研究員の研究経歴の

記載をお願いします。 

 

（２）補助員費として計上する経費 

 

研究実施場所に一定期間出勤して実験補助、研究資料の整理等を行う者に対しての経費

 

① 交付申請書の経費積算並びに経費発生調書に用いる補助員費単価は次のとおりです。 

ア．国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校 

  国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校（以下「大学等」

といいます。）での補助員費単価（交通費込）は、当該補助員の契約単価（学内規程）によること

としてください。 

イ．大学等以外 

補助員１人当たり、助成先の実勢単価（社内単価等）と９，６００円／日（交通費込）のうち低

い方の単価を用いてください。 

ウ．補助員の法定福利費の取扱い 

補助員が健保等級を有しており、助成先が法定福利費を負担（支払）している場合は、上記（ア

又はイ）の単価に法定福利費相当分１２．９％を加算（１円未満切捨）します。ただし、大学等以

外の上限は１０，８００円／日（交通費込）とします。法定福利費相当分を加算する場合には、当

該補助員の「健保等級証明書」（Ⅱ-4-2 参照）を提出してください。 

エ．派遣労働者の取扱い 

派遣契約による派遣労働者については、全て９，６００円／日（交通費込）を上限とします。 

※ただし、平成１８年度以前に複数年度交付決定し、過去から上記の上限を超えた単価で雇用している  

補助員については、当分の間、従前の単価を適用可能とします。 
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②１人の補助員が、複数のＮＥＤＯ事業に従事する場合、それぞれのプロジェクト毎に業務に従事し

た時間単位で計上します。その場合、大学等を除き、補助員費の合計額は、９，６００円／日（交

通費込）を上限としてください。 

また、１人の補助員が、複数のＮＥＤＯ事業に従事する場合には、プロジェクト毎の従事時間及

び従事内容を確認できる従事日誌に相当するエビデンスを作成してください。検査時に確認させて

いただきます。 

③ 補助員を雇用する場合には、必ず助成先と補助員との間で雇用契約を締結していただく必要があ

ります。雇用契約書（又は労働条件通知書）では、就業時間、給与、期間等の他、業務の内容を明

確にしてください。 

④ なお、当該助成事業のみに専属で雇用されている補助員については、以下の条件に該当する場合、

雇用に係る義務的な経費として、有給休暇分の補助員費計上を可能とします。 

検査時に雇用契約書等の確認と併せて、出勤簿などにより有給休暇取得の確認をさせていただき 

ます。 

 

ア．雇用契約書等で当該事業のみに従事することが記載されていること 

 → なお、雇用契約書等にその旨の明確な記載がない場合は、「期間専従証明書」（Ⅱ-P21

参照）で代替することも可能とします。 

イ．雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、取得可能日数が記載されていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用契約書又は労働条件通知書（記載例） 

 

契約期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日 

就業場所：○○(株)○○研究所 

業務内容：ＮＥＤＯ ○○○○事業に従事 

就業時間：始業○時○分～終業○時○分 

休憩時間：○分 

時間外労働：有 

休日労働：無 

休  日：就業規則による 

休  暇：年次有給休暇○日（6ヶ月継続勤務後） 

給  与：時給○，○○○円（月給○○○，○○○円） 

そ の 他：社会保険等の加入状況 

     雇用保険の適用 有 
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６．２ 研究員の区分

研究員は、助成事業への従事の仕方の違いにより、以下の(1)～(5)の５つに区分されます。 

労務費計上方式の選択は、研究員毎に行います。 

方式（研究員毎に選択） 
労務費の 

請求単位 

事業者の 

雇用（給 

与）形態 

労務費単価

一覧表 

（健康保険

等級適用者

の場合） 

従事日誌等 

(1)「全ての従事時間」を労務

費に計上する研究員 

＜時間単価適用者＞ 

時間単位 年俸制 

月給制 

日給制 

時給制 

時間単価用

（P46参照）

(2)「全ての専従日」を労務費

に計上する研究員 

＜日専従者＞ 

日単位 年俸制 

月給制 

日給制 

時給制 

日専従者用

（P47参照）

日単位の「助成事業従事日誌（日専従者

用）」（Ⅱ-P26参照）を作成   

専従日に○を付け、従事時間は記載不

時間単位の「助成事業従事日誌」

（Ⅱ-P25 参照）を作成  

要、専従証明書は不要 

(3)助成期間の全期間を通し

当該事業のみに専従する研

究員 

＜期間専従者＞ 

月単位 ※年俸制 

 月給制 

期間・率専

従者用（P48

参照） 

あらかじめ「期間専従証明書」（別冊Ⅱ

-P21参照）を提出 

「助成事業従事月報」（Ⅱ-P27参照）

を作成（従事日誌は不要）  

(4)助成期間の全期間を通し

申告した率にて当該事業に

従事する研究員 

 ＜率専従者＞ 

月単位 ※年俸制 

 月給制 

期間・率専

従者用（P48

参照） 

あらかじめ「率専従証明書」（Ⅱ-4-22

参照）を提出 

「助成事業従事月報」（Ⅱ-P27参照）

を作成（従事日誌は不要）  

(5)労務費を計上しない研究

員 

＜労務費非計上者＞ 

－  － 従事日誌の作成は不要、実績報告時に、

「従事状況」（Ⅱ-P23参照）を報告 

※健康保険等級適用者以外は、個別に月給額を算定し、必要な場合は日額、時間単価に換算した単価を適

用します。 

※雇用形態が、時給制・日給制であっても「健保等級」を保有していれば「期間・率専従者」として研究

員登録が可能です。この場合、ＮＥＤＯに対しては月単位で請求してください。 

（１）「全ての従事時間」を対象に労務費を計上する研究員＜時間単価適用者＞ 

助成事業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。 

（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＞ 

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。 

① 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＞ 

ア．原則として、「所定就業時間内」に当該事業にのみ従事した日を言います。 

イ．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、

その日は「専従した日」とみなします。（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」とみなします。） 

ウ．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。 

エ．２日以上の専従時間を合算して、専従日１日分とすることは認められません。 

②「専従証明書」の作成は不要です。 
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（３）助成期間の半年以上当該事業のみに専従する研究員＜期間専従者＞ 

助成期間の半年以上、当該助成事業のみに専従する研究員です。 

①「期間専従者」の定義は、次の通りです。 

当該助成事業のみに半年以上従事し、「専従期間においては他の業務には一切従事しない」

ことを人事責任者等が証明できる研究員 

  例 ： 助成期間 Ｈ２２．４．１ ～ Ｈ２４．２．２８ 

専従期間 Ｈ２３．１．１ ～ Ｈ２３．６．３０ 

②次のような場合は、他の業務には一切従事しないとは見なせず、当該研究員は、期間専従者と 

は認定できません。 

ア．他業務と兼任している場合  

例１: 社業としての業務、あるいは当機構以外の者からの助成事業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 

イ．期中で他業務に従事する場合 

 ③研究員が、福利厚生、有給休暇又は庶務等の事由で、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、「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見 

なします。 

＜具体的事例＞ 

ア．所属組織の労務規程で定める有給休暇等の取得 

イ．労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等 

ウ．所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席 

エ．当該助成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

オ．連続して２週間超の休暇を取得する場合（プロジェクト担当部に事前相談し了承を得

た場合） 

④期間専従者については、以下の手続により、専従登録をしていただき、労務費については「労 

務費単価一覧表（期間・率専従者用）」に基づいて、月額で算定してください。 

ア．交付申請書において、当該研究員が「期間専従者」であることを明記すること。 

イ．所属機関の人事責任者等が、「当該研究員が専従」である旨を文書で証明すること。「期

間専従証明書」（Ⅱ-P21 参照）を提示してください。 

ウ．助成先の人事責任者等は、専従者に対し、当該助成事業のみに従事することとなる旨、

適切な方法により通知すること。 

※雇用形態が、時給制・日給制であっても、「健保等級」を保有していれば期間専従者として 

 研究員登録が可能であり、ＮＥＤＯへの請求は月額で算定してください 

⑤期間専従者の「従事日誌」の作成は不要ですが、その替わりに「従事月報」（Ⅱ-P27 参照）を作成 

  していただきます。（従事月報には、従事日誌と同様、主任研究者の確認が必要です。） 

  ⑥ 外来的要因によるやむを得ない事情で、一時的に当該事業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、又はケガ・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、「当該事業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。 

⑦ 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。 

⑧ 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。 

ア．外来的要因でやむを得ない事情等により、変更届出書が提出されている場合 

  例１：「産休、又はケガ・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 
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イ．中途退職を予定していた専従者について、実施計画の変更届出書、ならびに当該研究員の従事

期間における研究成果が提出された場合 

⑨ 助成先との通常の打合せ及び中間検査・確定検査時において、期間専従者本人（任意に抽出）に 

ヒアリングするなどして、労務実態について確認させていただくことがあります。 

（４）助成期間の半年以上を通し申告した率にて当該事業に従事する研究員＜率専従者＞ 

   助成期間の半年以上、当該助成事業に申告した率にて従事する研究員です。 

  ①「率専従者」の定義は、次の通りです。 

当該事業に半年以上「申告した率にて当該事業に従事させること」を人事責任者等が証明で 

きる研究員 

  ②次のような研究員は、率専従者として登録できません。 

ア．ＮＥＤＯの委託事業や他のＮＥＤＯの助成事業に従事している研究員で、他事業では「率

専従者」として登録していない場合 

イ．当該業務への従事率が予測不可能な場合 

  ③「率専従者」については、以下の手続きにより従事率の申告及び専従登録をしていただき、労務費

については「労務費単価一覧表（期間・率専従者用）」に基づく月額に申告した率を乗じて算定し

てください。 

ア．交付申請書において、当該研究員が「率専従者」であることを明記すること。 

イ．所属機関の人事責任者等が、当該研究員が前記①（率専従者の定義）を満たすことを文書

で証明すること。「率専従証明書」（Ⅱ-P22）を提示してください。 

ウ．人事責任者等が率専従者に対し、「率専従証明書」に記載した「当該事業従事率」にて従事

することとなる旨、適切な方法により通知すること。 

※雇用形態が、時給制・日給制であっても、「健保等級」を保有していれば率専従者として 

研究員登録が可能であり、ＮＥＤＯへの請求は月額で算定してください。 

従事率設定の考え方及び取扱いは以下のとおりです。 

ＮＥＤＯ事業従事率 ＝ 当該ＮＥＤＯ事業従事時間 ÷ 所定労働時間（＊） 

（＊）ただし、「裁量労働制」が適用されている研究員の場合は

「みなし労働時間」 

   ・「当該事業従事率」は、原則９０％～１０％の範囲で１０％単位の９段階とします。（１０％未満

切り捨て） 

   ・助成期間中に研究員区分の変更を行う場合には、計画変更届出を行ってください。 

④申告した「当該事業従事率」を著しく下回って従事することが明らかになった場合は、従事率の変更 

 手続き（計画変更届出）を行ってください。その際、変更後の率専従証明書を添付下さい。 

例 ・率専従の申告後に当該率専従者が他の業務を追加で担当することとなった場合 

  ・研究開発の進捗に伴って、実際の従事率が申告した率を著しく下回ることが明らかにな

った場合 

⑤「率専従者」の「従事日誌」の作成は不要ですが、その代わりに「従事月報」（Ⅱ-4-10参照）を作成 

 していただきます。（率専従者の場合は、「従事月報」に研究者及び主任研究者の自筆署名が必要です。 

⑥助成先との通常の打ち合わせ及び検査時に率専従者本人にヒアリングするなどして、労務実態につ 

て確認させていただだくことがあります。また、必要に応じ、当該従事率が適正かどうか確認する 

ために研究ノート等を確認させていただく場合があります。 

（５）労務費を計上しない研究員 

助成事業において、予算の有効活用や事務負担の軽減を目的に、労務費の計上を行わない研究員です。 

① 助成先からの希望があれば、一部又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 

を交付申請書に記載してください。 

② 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２点に
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ついて、ご対応をお願いします。 

ア．交付申請書作成上の留意点 

    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交

付申請書に記載してください。具体的には、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。 

イ．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、年度末中間検査、確定検査時に、「実績報告書に添付す

る労務費を計上しない登録研究員の従事状況」（Ⅱ-P23参照）を「実績報告書」（Ⅱ-P35参照）

に添付して、提出してください。 
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６．３ 労務費単価

労務費は、原則として、研究員が助成事業に直接従事する時間数に、健康保険等級（健保等級）※１

に基づく労務費単価表の単価を乗じて算出します。研究員の区分に基づき、以下の３種類の労務費単価

一覧表から労務費単価を決定してください。健保等級適用者に対しては、その算定基礎に法定福利費※

２相当額を加算した労務費単価を適用します。 
※１ 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等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）」と言います。（区分は１

等級から４７等級まであります。） 

(注)共済組合加入員の場合には、健康保険と制度が異なることがありますが、健康保険と同様の仕組みを採用しており、読替が可能

な場合には健康保険に準じた取扱いをします。例えば、文部科学省共済組合の加入者の場合には等級が 43 区分ですが、健保等級

の 5 等級が文部科学省共済の 1等級に相当し、以下各等級で対応関係があるため、文部科学省共済の等級に４を加えたものを適用

等級とし、健保等級単価を適用します。（文部科学省共済の 1等級を健保等級の 5 等級と読み替えます）

  ※２ 法定福利費とは、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、身体障 

害者雇用納付金、労働基準法の休業補償などのうち事業主が支払う福利厚生費を言います。 

研究員の区分 
労務費単価一覧表 

（健康保険等級適用者の場合） 
単価 

(1) 時間単価適用者 労務費単価一覧表（時間単価用） P46 参照 時間単価 

(2) 日専従者 労務費単価一覧表（日専従者用） P47 参照 日額 

(3) 期間専従者 

(4) 率専従者 

労務費単価一覧表（期間・率専従者用）P48 参照 月額 

（１）健保等級適用者 

以下の条件すべてを満たしている者は、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

健保等級適用者に適用する労務費単価は、賞与回数に応じて以下の通り、該当する単価表の区分

を用い、労務費単価一覧表において法定福利費を加算した労務費単価を適用します。 

① 賞与が通常支給されない者、又は通常年４回以上支給される者

労務費単価一覧表のＡ区分を適用します。 

② 賞与が年１～３回まで支給されている者 

   労務費単価一覧表のＢ区分を適用します。 

（２）健保等級適用者以外の者 

前記（１）の「健保等級適用者」のいずれかの条件を満たしていない者が該当します。 

なお、以下①～③に該当する場合にはそれぞれの記載内容に従って労務費単価を算定してくださ

い。 

① 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 

ア．出向による人件費を年額で定めている場合、委託事業者が出向元に負担する人件費の 1 カ月あたりの

金額を月給額とみなし、労務費単価一覧表の「月給額範囲」で労務費単価を決定することとなります。 

イ．例外として、「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」 

など、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、健保等級適用者の条件②を満たせ

ば、健保等級適用者として取扱います。 

この場合の労務費は、人件費の負担割合に応じて計上し、健保等級証明者は出向元の給与担当課

長等となります。 

上記ア・イいずれの場合も、原則として法定福利費は加算しない労務費単価を適用します。 
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ただし、出向契約書等において出向者に係る法定福利費の事業主負担分について、出向先が全額負

担している場合で、出向契約書等においてそれが明確に確認できる場合については、法定福利費を加

算した労務費単価を使用することができることとします。 

② 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 

派遣労働者に対しては、法定福利費の加算は行いません。 

③ 国民健康保険加入者 

例外として、当該国民健康保険の標準報酬月額の区分や等級が、健康保険と同一である場合には、

健保等級適用者とみなします。ただし、その場合、法定福利費の加算は行いません。 

 

健保等級適用者以外の者で、年俸制・月給制の方に対しては、賞与の回数にかかわらず、

労務費単価一覧表のＢ区分の法定福利費を加算しない労務費単価を適用します。 

 

 

上記①～③に該当しない健保等級適用者以外の者の月給額については、次の「月給額の算定基礎

額」、「通勤手当の取扱い」、「賞与の取扱い」をご覧の上、次頁の方法で算定してください。 

 

＜月給額の算定基礎額＞ 

① 算定基礎額に該当させるもの（健康保険の標準報酬月額算定に準じます） 

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、単身赴任手当、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）等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。取扱いは、後記 

＜賞与の取扱い＞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、着任手当、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、赴任旅費、役員報酬の内給与相当額以外 等 

 

＜通勤手当の取扱い＞ 

① 年俸制・月給制の方の通勤手当に含まれる消費税額は除外しません。なお、月給額の通勤

手当は１ヶ月あたりの額とします。 

② 日給制又は時給制の方の通勤手当は、日給額又は時給額に通勤手当相当額が含まれるもの

と見なし、別途支給分の加算を行いません。 

 

 

＜賞与の取扱い＞ 

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に支給することが確定している場合を含みます。 
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② 月給額に加算する賞与については、労務費単価の算定基準月に応じて、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

の月額に換算して加算できます。（給与明細や給与証明の確認をいたします。） 

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、

下期に対応した額を加算できます。１円未満は切捨します。 

（月額に加算できる賞与の額）上期又は下期の賞与÷６月 

③ 日給額又は時給額に加算できる明確な賞与とは、給与明細又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言います。１円未満は切捨します。 

（日給額に加算できる賞与の額）上期又は下期の賞与÷６月÷２０．５日 

（時給額に加算できる賞与の額）上期又は下期の賞与÷６月÷２０．５日÷所定就業時間 

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。 
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（３）労務費単価の算定方法 

 

① 健保等級適用者及び非適用者（年俸制・月給制）については、給与規程等により規定されて

いる時間内単価、時間外単価、休日単価等の区別に関わらず、「労務費単価一覧表」の労務費

単価を下記の通り適用します。 

  ・健保等級適用者・・・毎年４月１日時点で適用された健保等級に基づき算定される労務費

単価。ただし、年度途中で健保等級が２等級以上変更となった場合には、新しい健保等級

を改定月より適用します。 

・非適用者（年俸制・月給制）・・・給与規程や出向契約により定められ、毎年４月に支給

された月給額に基づき算定された労務費単価。月給額の算定に変動手当（残業手当等）を

含める場合は、当該年の４月から６月の３ヶ月間の平均支給額に基づいて労務費単価を算

定します。賞与の加算については、上期（４月～９月）の期間内に支給される事が確定し

ている額を月給額に換算（賞与÷６）して加算します。 
※ ただし、助成期間が年度をまたぎ、次年度の事業期間が３ヶ月に満たない場合の非適用者（年俸制・

月給制）の労務費単価は、当年度交付に適用された単価を引き続き適用できるものとします。 

② 年度の途中で研究員の追加登録を行う場合の単価も上記に準じます。新たな雇用契約等の締

結や（新規の出向契約締結を含みます）、雇用形態の変更（正社員から嘱託へ変更等）を伴う

場合は、新雇用契約開始時に適用される健保等級、または支給される月給額に基づき算定され

る労務費単価を適用します。ただし、年度途中で健保等級が２等級以上変更となった場合には、

新しい健保等級を改定月より適用します。 

月給額の算定に変動手当を含める場合は、契約開始後３ヶ月間の平均支給額が算定できる場

合のみ、当該平均月給額に基づく労務費単価を適用します。 

③ 健保等級非適用者で日給制又は時給制の方については、労務費単価一覧表の労務費単価を適

用せず、出向契約書や給与規程等により規定されている、時間内単価、時間外単価、休日単

価を適用します。 

       

（４）労務費単価の適用期間 

労務費単価の適用期間は、以下の通りとします。 

 

① 健保等級適用者及び非適用者（年俸制・月給制）については、単年度交付の場合、前記

（３）により算定された労務費単価を当該年度中適用します。ただし、健保等級適用者に

ついては、年度途中で健保等級が２等級以上変更となった場合には、新しい健保等級を改

定月より適用します。 

② 助成期間が年度をまたぐ場合（複数年度交付や前年度交付の期間延長を含みます）も、

各年度毎に４月１日時点において適用される健保等級または４月に支給される月給額に

基づき算定された労務費単価を当該年度中適用します。ただし、健保等級適用者について

は、年度途中で健保等級が２等級以上変更となった場合には、新しい健保等級を改定月よ

り適用します。 

 

（５）労務費単価の証明 

健保等級については、「健保等級証明書」（Ⅱ-P18 参照）、給与については「給与証明書」（Ⅱ-P19

参照）により、給与担当課長等の証明を要します。 

この場合の健保等級又は給与については、労務費単価算定月の実績を証明してください。 

ただし、給与明細、出向契約書、派遣契約書などにより、給与が確認できる場合は、「給与証明書」 

は不要です。 

 

 

（６）研究員別の労務費上限額と算出方法 

① 出向契約書において、助成先が負担する人件費が定額（実額）で定められている場合は、その額を上

限額とします。ただし、その額が、「本人が出向元または助成先から得ている給与支給額」を上回る場合
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には、出向者本人が得ている給与を上限額とします。これを確認するために、出向元または助成先の給与

証明書を提示していただきます。 

また、「出向者の人件費は出向元（または出向先）の規定による」等、定額（実額）で定めていない場合

は、健保等級適用者となる研究員であっても、出向者本人が得ている給与が上限額となります。これを確

認するために、従事時間数が各月の助成先（出向先）の所定労働時間を超えている場合には、出向元また

は助成先（出向先）の給与証明書を提示していただきます。 （この際、労働時間証明書の作成・提示は

不要です。）ただし、「助成先（出向先）が、出向者の法定福利費事業主負担額を全額負担」している場合

には、「出向者が得ている給与＋当該事業主負担額」が上限となります。 

② 派遣契約の場合は、契約書に定められた助成先の負担額が上限額となります。 

③ 健保等級又は給与証明に基づく労務費単価を適用する研究員の労務費の上限額と算出方法は、次の通

りとします。 

ア. 給与規程により時間外、休日手当が支給されない者（労働基準法上の管理監督者である管理職） 

（ア) 「当月の所定労働（勤務）時間－年休・特休・欠勤（時間）」（上限時間）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、月初から末日までの期間により算出します。また、休日労働時間の計上は

できません。 

（イ） 総労働時間を把握している場合の算出方法（休日労働時間を除く） 

・総労働時間とは、ＮＥＤＯ助成業務、ＮＥＤＯ以外の受託業務、自社業務等全ての業務に実際に従事し

たことを管理者が確認した実労働時間の合計をいいます。これを確認するために、「労働時間証明書」(Ⅱ

-P20 参照)を提示してください。 

・当月の総労働時間が上限時間の内数であれば、当月の当該助成業務従事時間に労務費単価を乗じて算出

・計上してください。 

・また、総労働時間が上限時間を超過している場合は、「上限時間×当該助成業務従事時間÷総労働時間」

で算出した時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

   ※算出例（「労働時間証明書」に記載の管理職より） 

１６０時間 × １４０時間 ÷ １７０時間  × 労務費単価  

（ウ） 総労働時間を把握していない場合の算出方法（休日労働時間を除く） 

・当月における当該助成業務従事時間が、上限時間の内数であれば、当該時間に労務費単価を乗じて算出

・計上してください。また、上限時間を超過している場合には、上限時間に労務費単価を乗じて算出した

金額（上限額）を計上してください。 

・複数のＮＥＤＯ業務に従事し、かつ、当月の合計従事時間が上限時間の内数の場合には、当該助成業務

従事時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

また、上限時間を超過している場合には、上限時間を「当該助成業務従事時間÷合計従事時間」で按分し

て算出した時間に労務費単価を乗じた金額を計上してください。 

イ．給与規定により時間外労働、休日労働手当が支給される者（通常勤務：一般職） 

・「当月の所定労働（勤務）時間－年休・特休・欠勤（時間）」と「給与支給上の時間外及び休日労働時間」

の合計労働時間（上限時間）に、労務費単価を乗じて算出した額を上限額とします。 

・当月の当該助成業務時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

・「当月の所定労働（勤務）時間－年休・特休・欠勤（時間）」を超えて労務費を計上する場合には、「労

働時間証明書」を提示してください。 

ウ. フレックスタイム勤務制適用者（一般職） 

上記イ.の「所定労働(勤務)時間」を「標準労働時間」と読み替え、イ．と同様に取り扱います。 

エ．裁量労働制適用者（一般職） 

（ア）「当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤（時間）」と「給与支給上の休日労働時間」の合計時間

（上限時間）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、月初か

ら末日までの期間により算出します。 
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また、休日労働は裁量労働制の対象外ですので、みなし労働時間ではなく、実労働時間を計上してくださ

い。 

（イ） 総労働時間を把握している場合の算出方法 

・裁量労働制勤務者の総労働時間は、「上記ア.管理職に記載した実労働時間」に「休日労働時間」を加え

たものです。これを確認するために、「労働時間証明書」（Ⅱ-P20 参照）を提示してください。 

・当月の総労働時間（休日労働時間を除く）が「当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤（時間）」の

内数であれば、当月の当該助成業務従事時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

・また総労働時間（休日労働時間を除く）が「当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤（時間）」を超

過している場合は、「（当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤（時間））×当該助成業務従事時間（当

該休日労働時間を除く）÷総労働時間（休日労働時間を除く）」で算出した時間に休日労働時間を加算

した時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

   ※算出例「労働時間証明書」（Ⅱ-P20 参照）に記載の裁量労働制より） 

    {（１８０時間－１８時間） × （１７０時間－１６時間） ÷ （１６２時間＋１０時間） 

＋１６時間}× 労務費単価 } 

（ウ） 総労働時間を把握していない場合の算出方法 

・当月における当該助成業務従事時間（休日労働時間を除く）が、「当月のみなし労働時間－年休・特休

・欠勤（時間）」の内数であれば、「当該時間＋休日労働時間」に労務費単価を乗じて算出・計上してくだ

さい。 

また、超過している場合には、「当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤（時間）＋休日労働時間」に

労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

・複数のＮＥＤＯ業務に従事し、かつ、合計従事時間（休日労働時間を除く）が「当月のみなし労働時

間－年休・特休・欠勤（時間）」の内数の場合には、「当該時間＋休日労働時間」に労務費単価を乗じて

算出・計上してください。また、超過している場合には、「当月のみなし労働時間－年休・特休・欠勤

（時間）」を「当該助成業務従事時間÷ＮＥＤＯ業務の合計従事時間（休日労働時間を除く）」で按分し

て算出し、これに休日労働時間を加算した時間に労務費単価を乗じて算出・計上してください。 

６．４ 労務単価一覧表（時間単価用）

労務費単価一覧表（時間単価用）の単価は、時間単価適用者（「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際に用います。労務費単価（円/時間）の適用方法は下表のとお

りです。 

なお、労務費単価一覧表（時間単価用）に掲げられている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 給与の定め方 労務費単価（時間単価) 

健保等級 
適用者 

年俸制 
月給制 
日給制 
時給制

賞与回数に応じた労務費単価一覧表のＡ区分/Ｂ区分を選択し、「健保等級」
に対応する労務費単価を適用します。 
※国家公務員共済組合制度の適用対象となり、当機構が使用する健保等級
と４等級の格差がある事業者は、４等級加算した等級を適用します。 

健保等級 
適用者 
以外 

年俸制 
月給制

「月給額」を算出し、労務費単価一覧表の「月給額範囲」
に対応する労務費単価を適用します。   
※ 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。「賞与の取り扱い」②(P38)を参照

願います。

日給制 

労務費単価一覧表を適用せず、日給額を所定就業時間で除して算出した労務
費単価（１円未満切捨）を適用します。 

※ 助成期間内に支給される賞与が明確な場合は、１日あたりの額を日給額に加算することがで

きます。算式は「賞与の取扱」③(P38)を参照願います。 
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時給制 
労務費単価一覧表を適用せず、時給額を労務費単価として適用します。 

※ 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額に加算することが

できます。算式は「賞与の取扱」③(P38)を参照願います。 

一覧表の適用は、「労務費単価ＹＥＳ・ＮＯチャート（時間単価用）」（P44）、「労務費単価一覧表（時

間単価用）」の見方（P45）を参考にしてください。 

６．５ 労務費単価一覧表（日専従者用）

この単価一覧表（P47 参照）の単価は、「助成事業従事日誌に計上した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、P44～P46 に記載の方法により、月給額を算出し単価一覧表を用いて日額単価を算出してくだ

さい。 

６．６ 労務費単価一覧表（期間・率専従者用）

この単価一覧表（P48 参照）の単価は、「助成期間の全期間を通し当該事業のみに専従する研究員」

及び「助成期間の全期間を通し申告した率にて助成事業に従事する研究員」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、P37～P39 に記載の方法により、月給額を算出し、１０円未満を切捨てた額を月額単価とし

てください。 
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労務費単価YES・NOチャート(時間単価用) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※下記より 

研究員登録 
できません 

プロジェクト担当部に 
ご相談ください 

プロジェクト担当部に 
ご相談ください 

本人と委託先 
との間で、直接 
雇用契約がある 

健保等級を

有している 

日給制 
である

年額･月額給与

の定めがある

日額給与の定め

がある

時間給与の定め

がある

出向契約がある 

派遣契約がある 

実額で 
給与額の 

定めがある 

出向先の 
規定による 

 
ボーナス支給が 
1～3回/年ある 

①健保等級単価Ｂ 
[法福費加算] 

①健保等級単価Ａ 
[法福費加算] 

 
③日給額を所定就業 
時間で除した単価 

 
④契約単価 

 
②月給額範囲単価 

 
③日給額を所定就業 
時間で除した単価 

 
④契約単価 

時給制 
である

YES

NO

NO

YES

(注) 原則、国民健康保険の健保等級

は適用できません。 
 
②月給額範囲単価 

年額･月額給与

の定めがある

 
①健保等級単価Ｂ 

【法福費加算なし】 

 
①健保等級単価Ａ 

【法福費加算なし】 

 
ボーナス
支給が 

1～3回/年
ある 

上記※へ出向元の 
規定による 

健保等級を

有している 

出向先が法定福

利費の事業主負

担分を全額負担

している 

上記★へ 

★下記より 
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 「労務費単価一覧表（時間単価用）」の見方 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 労務費単価一覧表（時間単価用）        平成22年度適用（単位：円） 

健保等級適用者 
健保等級適用者以外 

（年俸制・月給制） 

※法定福利費は加算しません 

Ａ.賞与なし、年4回以上 賞与回数 Ｂ.賞与1回～３回 

法福費加算 加算しない 
法定福利費の
加算の有無 法福費加算 加算しない 

労務費単価 
／1H（円） 

労務費単価
／1H（円） 健保等級 

労務費単価
／1H（円） 

労務費単価
／1H（円） 

月給額範囲 
以上 ～ 未満 

400 340 1 530 450   ～ 84,420 
460 400 2 620 530 84,420 ～ 97,820 
520 460 3 700 610 97,820 ～ 111,220 
590 510 4 790 690 111,220 ～ 124,620 
650 570 5 870 770 124,620 ～ 135,340 
690 610 6 920 820 135,340 ～ 143,380 
730 640 7 980 870 143,380 ～ 152,760 
780 690 8 1,050 930 152,760 ～ 163,480 
840 740 9 1,120 990 163,480 ～ 174,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家公務員共済組合等４等

級の格差がある場合は、下

記健保等級に４等級加算し

た等級を適用してください

②月給額範囲単価 ① 健保等級単価Ａ／Ｂ

③ 日給額を所定就業 
時間で除した単価 ④ 契約単価 

「日給額」を所定就業時間で
除した時間単価を適用して
ください。 

雇用契約、出向契約、派遣契約で
定められている時給額を時間単価
として適用してください。 

登録研究員の「月給額」が含
まれる「月給額範囲」の行を
探し、左側の「労務費単価」
参照してください。 

登録研究員の賞与回数に応じて、「健保等級」の左
右の「労務費単価」を参照してください。 
原則として、健保等級適用者は法定福利費を加算し
た労務費単価を適用します。ただし、給与の額の定
めがない出向契約者を健保等級適用者として扱う
場合は、出向先が法定福利費の事業主負担分を全額
負担していることが出向契約書等において確認で
きる場合を除いては、法定福利費を加算しない労務
費単価を適用します。 
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労務費単価一覧表（時間単価用）                             平成２２年度適用 （単位：円） 

健保等級適用者 
健保等級適用者以外の者  

(年俸制・月給制)

※法定福利費は加算しません 

Ａ．賞与なし、年4回以上 賞与回数 Ｂ．賞与１回～３回 

法福費加算 加算しない 法定福利費加
算の有無 

法福費加算
加算しない

労務費単価 
／１Ｈ 

労務費単価 
／１Ｈ 

健保等級 
労務費単価

／１Ｈ 
労務費単価

／１Ｈ 
月給額範囲 

以上 ～ 未満 

400 340 1 530 450   ～ 84,420 
460 400 2 620 530 84,420 ～ 97,820 
520 460 3 700 610 97,820 ～ 111,220 
590 510 4 790 690 111,220 ～ 124,620 
650 570 5 870 770 124,620 ～ 135,340 
690 610 6 920 820 135,340 ～ 143,380 
730 640 7 980 870 143,380 ～ 152,760 
780 690 8 1,050 930 152,760 ～ 163,480 
840 740 9 1,120 990 163,480 ～ 174,200 
890 790 10 1,190 1,060 174,200 ～ 184,920 
940 830 11 1,260 1,120 184,920 ～ 195,640 

1,000 880 12 1,340 1,180 195,640 ～ 207,700 
1,060 940 13 1,420 1,260 207,700 ～ 221,100 
1,130 1,000 14 1,510 1,340 221,100 ～ 234,500 
1,200 1,060 15 1,600 1,420 234,500 ～ 247,900 
1,260 1,120 16 1,690 1,500 247,900 ～ 261,300 
1,330 1,180 17 1,780 1,580 261,300 ～ 281,400 
1,460 1,290 18 1,960 1,740 281,400 ～ 308,200 
1,600 1,410 19 2,140 1,890 308,200 ～ 335,000 
1,730 1,530 20 2,320 2,050 335,000 ～ 361,800 
1,860 1,650 21 2,500 2,210 361,800 ～ 388,600 
2,000 1,770 22 2,680 2,370 388,600 ～ 415,400 
2,130 1,890 23 2,850 2,530 415,400 ～ 442,200 
2,260 2,000 24 3,030 2,690 442,200 ～ 469,000 
2,400 2,120 25 3,210 2,840 469,000 ～ 495,800 
2,530 2,240 26 3,390 3,000 495,800 ～ 529,300 
2,730 2,420 27 3,650 3,240 529,300 ～ 569,500 
2,930 2,590 28 3,920 3,480 569,500 ～ 609,700 
3,130 2,770 29 4,180 3,720 609,700 ～ 649,900 
3,330 2,950 30 4,440 3,950 649,900 ～ 690,100 
3,530 3,130 31 4,710 4,190 690,100 ～ 730,300 
3,730 3,300 32 4,970 4,430 730,300 ～ 770,500 
3,930 3,480 33 5,230 4,660 770,500 ～ 810,700 
4,130 3,660 34 5,500 4,900 810,700 ～ 850,900 
4,320 3,830 35 5,750 5,140 850,900 ～ 891,100 
4,500 4,010 36 6,000 5,380 891,100 ～ 931,300 
4,690 4,190 37 6,250 5,610 931,300 ～ 978,200 
4,940 4,430 38 6,580 5,930 978,200 ～ 1,031,800 
5,190 4,660 39 6,920 6,250 1,031,800 ～ 1,085,400 
5,440 4,900 40 7,250 6,560 1,085,400 ～ 1,145,700 
5,750 5,190 41 7,670 6,960 1,145,700 ～ 1,212,700 
6,060 5,490 42 8,090 7,360 1,212,700 ～ 1,279,700 
6,370 5,780 43 8,510 7,750 1,279,700 ～ 1,346,700 
6,690 6,080 44 8,920 8,150 1,346,700 ～ 1,413,700 
7,060 6,430 45 9,430 8,620 1,413,700 ～ 1,494,100 
7,430 6,790 46 9,930 9,100 1,494,100 ～ 1,574,500 
7,810 7,140 47 10,430 9,570 1,574,500 ～

（注１．）助成期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。 

（注２．）国家公務員共済組合等は上記の健保等級に４等級加算した等級を適用します。
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労務費単価一覧表（日専従者用）                        平成２２年度適用（単位：円） 

健保等級適用者 
健保等級適用者以外の者 

(年俸制・月給制)

※法定福利費は加算しません

Ａ．賞与なし、年4回以上 賞与回数 Ｂ．賞与１回～３回 

法福費加
算 

加算しない 法定福利費加
算の有無 

法福費加算 加算しない

労務費単
価 

／日額 

労務費単価
／日額 

健保等級 
労務費単価

／日額 
労務費単価

／日額 

労務費単価 

／日額 

3,330 2,820 1 4,420 3,790

月給額／２０．５ 
（10円未満切捨） 

3,850 3,310 2 5,120 4,440 
4,360 3,800 3 5,820 5,090 
4,880 4,290 4 6,520 5,750 
5,390 4,780 5 7,230 6,400 
5,720 5,070 6 7,670 6,790 
6,050 5,360 7 8,110 7,190 
6,490 5,750 8 8,700 7,710 
6,930 6,140 9 9,290 8,230 
7,370 6,530 10 9,880 8,750 
7,820 6,920 11 10,470 9,280 
8,260 7,310 12 11,060 9,800 
8,810 7,800 13 11,800 10,450 
9,360 8,290 14 12,540 11,110 
9,910 8,780 15 13,280 11,760 
10,460 9,260 16 14,020 12,410 
11,010 9,750 17 14,750 13,070 
12,110 10,730 18 16,230 14,380 
13,210 11,700 19 17,710 15,680 
14,310 12,680 20 19,180 16,990 
15,420 13,650 21 20,660 18,300 
16,520 14,630 22 22,130 19,600 
17,620 15,600 23 23,610 20,910 
18,720 16,580 24 25,090 22,220 
19,820 17,560 25 26,560 23,530 
20,920 18,530 26 28,020 24,830 
22,580 20,000 27 30,200 26,800 
24,230 21,460 28 32,380 28,760 
25,880 22,920 29 34,560 30,720 
27,530 24,390 30 36,730 32,680 
29,180 25,850 31 38,910 34,640 
30,840 27,310 32 41,090 36,600 
32,490 28,780 33 43,270 38,560 
34,090 30,240 34 45,440 40,520 
35,630 31,700 35 47,510 42,480 
37,180 33,170 36 49,580 44,440 
38,720 34,630 37 51,650 46,400 
40,780 36,580 38 54,420 49,020 
42,840 38,530 39 57,180 51,630 
44,900 40,480 40 59,940 54,250 
47,480 42,920 41 63,390 57,520 
50,050 45,360 42 66,840 60,790 
52,630 47,800 43 70,290 64,050 
55,200 50,240 44 73,740 67,320 
58,290 53,170 ４５ 77,880 71,240 
61,380 56,090 ４６ 82,020 75,170
64,470 59,020 ４７ 86,160 79,090 

（注１．）助成期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。 

（注２．）国家公務員共済組合等は上記の健保等級に４等級加算した等級を適用します。
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労務費単価一覧表（期間・率専従者用）                      平成２２年度適用（単位：円）              

健保等級適用者 
健保等級適用者以外の者 

(年俸制・月給制) 

※法定福利費は加算しません

Ａ．賞与なし、年4回以上 賞与回数 Ｂ．賞与１～３回 

法福費加算 加算しない 法定福利費
加算の有無

法福費加算 加算しない 

労務費単価 
／月額 

労務費単価
／月額 

健保等級 
労務費単価

／月額 
労務費単価

／月額 
労務費単価 

／月額 

68,410 58,000 1 90,670 77,720

月給額 
（10円未満切捨） 

78,960 68,000 2 105,070 91,120 
89,520 78,000 3 119,460 104,520 
100,080 88,000 4 133,860 117,920 
110,640 98,000 5 148,260 131,320 
117,410 104,000 6 157,330 139,360 
124,190 110,000 7 166,410 147,400 
133,220 118,000 8 178,510 158,120 
142,250 126,000 9 190,620 168,840 
151,280 134,000 10 202,720 179,560 
160,310 142,000 11 214,820 190,280 
169,350 150,000 12 226,920 201,000 
180,640 160,000 13 242,050 214,400 
191,930 170,000 14 257,180 227,800 
203,220 180,000 15 272,310 241,200 
214,510 190,000 16 287,440 254,600 
225,800 200,000 17 302,570 268,000 
248,380 220,000 18 332,820 294,800 
270,960 240,000 19 363,080 321,600 
293,540 260,000 20 393,340 348,400 
316,120 280,000 21 423,600 375,200 
338,700 300,000 22 453,850 402,000 
361,280 320,000 23 484,110 428,800 
383,860 340,000 24 514,370 455,600 
406,440 360,000 25 544,620 482,400 
429,020 380,000 26 574,570 509,200 
462,890 410,000 27 619,210 549,400 
496,760 440,000 28 663,850 589,600 
530,630 470,000 29 708,490 629,800 
564,500 500,000 30 753,130 670,000 
598,370 530,000 31 797,770 710,200 
632,240 560,000 32 842,410 750,400 
666,110 590,000 33 887,050 790,600 
698,880 620,000 34 931,690 830,800 
730,550 650,000 35 974,130 871,000 
762,220 680,000 36 1,016,570 911,200 
793,900 710,000 37 1,059,020 951,400 
836,130 750,000 38 1,115,610 1,005,000 
878,360 790,000 39 1,172,200 1,058,600 
920,590 830,000 40 1,228,790 1,112,200 
973,380 880,000 41 1,299,520 1,179,200 

1,026,170 930,000 42 1,370,260 1,246,200 
1,078,960 980,000 43 1,441,000 1,313,200 
1,131,750 1,030,000 44 1,511,740 1,380,200 
1,195,100 1,090,000 45 1,596,620 1,460,600 
1,258,450 1,150,000 46 1,681,510 1,541,000 
1,321,790 1,210,000 47 1,766,390 1,621,400 

（注１．）助成期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します 

（注２．）国家公務員共済組合等は上記の健保等級に４等級加算した等級を適用します。 
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６．７ 助成事業従事日誌 

 

助成事業従事日誌（以下「従事日誌」といいます。）は、助成事業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、当機構担当者からの指示に基づいて提出してください。 

 

（１）書式 

当機構作成の様式（Ⅱ-P25参照）で作成していただきますが、助成先において、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事業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）には従事日誌の「※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事の有無」欄に、ＮＥＤＯ以外の公的

資金に係る業務に従事している場合は「ＮＥＤＯ以外の公的資金に係る業務への従事の有無」欄に

「あり」と記入してください。 

②従事者（研究員）は、従事日誌を毎日、自ら記載してください。また、従事者及び主任研究者は、

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、その事業所ごとに主任研究者を登録してください。 

また、主任研究者自身が助成事業に従事する場合は、主任研究者の上司、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。 

⑦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。 

⑧助成事業に係る出張の場合は、助成先等で定められている就業時間の範囲内で従事日誌に記載して

ください。（出張が休日にあたる場合は、助成先が給与支払対象日としている場合を除き従事時間

とはみなしません。） 

 

（３）助成先の労務管理システムの尊重 

助成先の労務管理システムが以下のすべての条件を満たし、適正と判断される場合には、研究員に

ついて「専従登録」と同等の取扱がなされているものとみなします。 

この場合は、上記様式の従事日誌の作成を不要とし、代わりに従事月報を作成していただきます。

検査時には、助成先の「労務管理出力データ（プリントアウトしたもの）」と「従事月報」を確認し

ます。この規程の適用の可否については、当機構担当部の指示に従ってください。 

① 就業規則で定められた労務時間が、労務管理システムに反映されており、かつ、労務管理データ

として統一されたシステムに記録されていること。また、当該システムのデータが、原価計算ま

たは給与計算などの財務管理あるいは業務管理に使用されていること。 

② 全ての委託・助成事業の労務時間が個人別に、プロジェクト毎、月毎に日単位で個別管理されて

いること。 

③ 労務管理システムから得られた上記②のデータが出力可能であること。 

④ 委託・助成事業の労務費の算定に際しては、労務管理システムで得られた労務時間に労務単価を

乗じて計算されていること。 

 

 

６．８ 労務費の適正な計上 

 

労務費を適正に計上するためには、業務内容、従事時間、労務費単価の管理及びその記録を適切 

に行い、関係書類との整合性等に係るチェックを行うことが重要です。 

 

（１）労務費の計上は、月別項目別明細表の作成に代えて、「労務費積算書」（Ⅱ-P24参照）を用いてくだ

さい。「労務費積算書」への入力より、労務費は自動計算されます。 
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（２）労務費証拠書類を初めとするＮＥＤＯへの提出・提示書類は、事業者の規程等に従い、内部でのチ

ェックを厳重に行ってください。また、「従事日誌チェックソフト」を用意していますので、ご活用

ください。 

特に従事日誌については、主任研究者による確認（記名捺印要）に加え、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、有しない場合には役員や人事管

理担当者等責任を有する者が、従事内容の確認（記名捺印は不要）を行ってください。 

※「責任者」としては、例えば当該助成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。（主任研究者が兼務しても構いません。） 

 

（３）助成先における労務の記録と労務費の算出等が適切に行われたことを確実に把握するため、助成先 

における経理責任者は、労務費関連書類の照合を行ってください。 

＜照合を行う書類の例＞ 

 助成事業従事日誌  

① 就業規則 

② 就業カレンダー（就業日、休日等が記載されているもの） 

③ 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、タイムカード、休暇届簿等） 

④ 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  

① 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、出張命令書、タイムカード、休暇届簿等） 

② 給与明細 ＊残業時間等の確認のため 

③ 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  

① 被保険者標準報酬決定通知書 

② 被保険者標準報酬改定通知書 

③ 被保険者標準報酬月額保険料額表および給与明細 

 給与証明書  

① 給与明細 

② 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書等） 

 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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７．その他経費 
 

７．１ 消耗品費 

 

    ＜基本的な考え方＞ 

 研究の遂行に直接要した、資材、部品、消耗品等の購入費又は製作費 

 取得価格が１０万円未満（消費税込）のもの、又は使用可能期間が１年未満のもの 

 

（１）「取得価格が１０万円以上（消費税込）、かつ使用可能期間が１年以上のもの」は、「機械装置等製

作・購入費」に計上します。 

 

（２） ソフトウエアは、上記（１）にかかわらず、その用途により、以下の通りの計上となります。 

用  途 計 上 費 目 

① 機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、 

一体として機能するもの 

Ⅰ．機械装置等費 

２．機械装置等製作・購入費 

② 単独で動作するもので、助成先等の自社で製

作したもの及び購入したもの。 

Ⅲ．その他経費 

１．消耗品費 

③ 単独で動作するもので、外注したもの Ⅲ．その他経費 

３．外注費 

 

（３）帳票類に、購入した品名が○○一式として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してく 

ださい。 

 

（４）法人全体で一括購入している一般事務用品等（例えば、コピー機のトナー、プリンタのインクカー

トリッジ、鉛筆、机等の事務機器）で、研究に直接使用した部分を特定できない場合は、計上は認め

られません。 

ただし、助成事業に係る使用分を台帳等で個別管理している場合や、個別発注している場合等、研

究に直接使用した部分を特定できる一般事務用品等は、計上が認められます。 

 

（５）自社在庫振替等の場合は、振替伝票等が必要となります。 

 

（６）ガス類、原材料等で、業者と単価契約を行っている時は、その単価を適用します。この場合、検査

時に契約単価を契約書等で確認することがあります。 

 

（７）消耗品等は、助成事業に使用するために購入するものであり、助成期間末において、予算消化のた

めに購入することは認められません。                  
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７．２ 旅費

＜基本的な考え方＞ 

「研究員」、研究員に随行する「補助員」及び「外部依頼した専門家」が、研究に必要な情報

収集や各種調査を行うための旅費、及び研究に要する検討会議や打ち合わせのための旅費（当

該旅行区間の旅行運賃、滞在費）

交付申請書に記載した研究開発の実施場所（国内）間を「補助員」が単独で出張する場合

の旅費（当該助成事業の実施に必要なものに限る） 

学会等に参加ための旅費（ただし、当該助成事業の研究に関連する情報収集、発表が目的の

場合に限ります。） 

（１）旅行運賃及び滞在費の計上は、助成先の旅費規程等により算出された経費とします。ただし、外

貨を円換算する際に発生した円未満の端数については、切捨てた額を計上してください。 

助成先の旅費規程等に従って作成された「旅費計算書」等により、経費内訳を明確にしてくださ

い。（助成先所定の文書では経費内訳が不明確な場合は、検査時に口頭で確認することがあります。） 

（２）費用計上の対象となる区間 

旅費は、助成事業の用務に係る出発から帰着までの交通費、日当、宿泊費等が対象となります。

ただし、当該助成事業以外の用務が一連の出張に含まれる場合は、助成費用として計上する部分と

計上しない部分に区別してください。助成費用として計上できるのは、「助成事業の用務先」に向か

う旅程に係る旅費、及び「助成事業の用務先」から「出発地」に戻る旅程に係る旅費となります。 

以下に、参考例を示します。 

① 助成事業の用務先Ａから助成事業以外の用務先Ｂへ連続している場合 

Ａ Ｂ

助成対象区間 

※ Ａまでの旅費を計上 

※ Ａの業務が終了した日の宿泊費は、Ｂへ赴くための費用なので、計上不可 

② 助成事業以外の用務先Ｂから、助成事業の用務先Ａへ連続している場合 

 Ｂ Ａ

※ ＢからＡまでの旅費と、Ａから戻る旅費を計上 

※ Ｂの業務が終了した日の宿泊費は、Ａへ赴くための費用なので、計上可 

③ 助成事業の用務先Ａから助成事業以外Ｂ、次に助成事業の用務先Ａへと連続した場合 

Ａ Ｂ Ａ

※ ＡからＢまでの旅費以外を計上 

※ Ａの業務終了後にＢへ行くための宿泊費は計上不可、Ｂの業務終了後にＡに行くための宿 

泊費は計上可 

④ 助成事業以外Ｂから助成事業の用務先Ａに行き、また助成事業以外Ｂへと連続した場合 

Ｂ Ａ Ｂ

※ ＢからＡまでの旅費を計上 

※ Ｂの業務終了後にＡに行くための宿泊費は計上可 

⑤ 日当を助成事業Ａか助成事業以外Ｂのいずれに計上するかは、以下の通り区別してください。 

ア．Ａの業務のみ行った日の日当は、計上 

イ．Ｂの業務のみ行った日の日当は、計上不可 

ウ．ＡとＢの両方を行った日の日当は、１／２を計上 

エ．Ａの業務を行い、Ｂへ向けて移動した日の日当は、計上 
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オ．Ｂの業務を行い、Ａへ向けて移動した日の日当は、計上不可 

カ．移動しか行わなかった日の日当は、Ａの業務に向かう、又はＡの業務から戻る場合は、

計上 

（３）国内・国外共通の留意点 

① 旅費の計上については、「支払ベース」とし、助成先から研究員本人等への概算支払日及び精算 

支払日毎に計上してください。（出張日ベースではありませんので、ご注意ください。） 

なお、同一出張について複数回支払がある場合、精算支払日に一括計上も可とします。 

② 旅費の検査の際は、助成先の旅費規程等に従って作成された「出張報告書」等を確認します。 

規程上、出張報告書等の作成が義務付けられていない場合には、出張者が旅費請求する書類等 

に、「件名、出張者、日程、用務先、内容」の５項目を補記してください。 

なお、会議・委員会等において作成する「議事録」を上記書類に代えても構いませんが、その際

は上記５項目が含まれるように作成してください。 

また、外勤（日帰り出張）についても、同様の取扱いとなります。 

③ 航空運賃については、原則として航空会社が各クラス別に販売を行う割引航空券に適用される運

賃（正規割引運賃）及びそれよりも安価な航空運賃を利用してください。 

  ・社内システム（経理システム等）により、包括契約によらざるを得ない場合は、包括契約によ

る割引運賃の利用も可としますが、個別にチケットの購入が可能であれば、正規割引運賃及びそ

れよりも安価な航空運賃を利用してください。 

  ・普通運賃（往復割引含む）による航空券を購入せざるを得なかった場合は普通運賃利用理由書

（Ⅱ-Ｐ28 参照）を作成してください。ただし、国内旅費の場合、理由書の作成は必要ありませ

んが、検査等でその理由を確認させていただく場合があります。（包括契約による利用の場合も

同様となります。） 

  ・やむを得ない理由によりキャンセルした場合に発生する支出は経費として計上できます。 

  ・キャンセルが発生しないように用務先等との調整を十分お取りください。なお、キャンセルが

発生した場合その理由等を明確にしておく必要があります。 

④ グリーン車（Ａ寝台）、航空賃のファースト・ビジネスクラス及びスーパーシート等の利用の可否

は、助成先の旅費規程等に従います。（検査時に旅費規程等を確認することがあります。） 

「のぞみ」の利用については、助成先の旅費規程等に明記されていない場合でも、運用内規レベ 

ルで認められていれば（助成事業・助成事業外業務に係らず定常的に認められていれば）、計上が認

められます。 

⑤ 鉄道運賃等でシーズン割増・割引運賃が設定されている場合は、割増・割引後の運賃を計上して

ください。 

⑥ レンタカーの利用の可否は、助成先の旅費規程等に従います。 

⑦ タクシー代については、助成先の旅費規程等で認めている場合に限り、計上を認めます。（検査 

時に、利用理由を口頭で確認することがあります。） 

⑧ 社用車・自家用車の利用については、助成先の旅費規程等で認めている場合に限り、その諸経費

も含めて計上を認めます。ただし、社用車・自家用車の減価償却費の計上は認められません。 

⑨ 学会等の参加費に食事代・懇親会費が含まれており、その額が区分されている場合は、食事代・懇

親会費を除いた額で計上してください。以上の区分が出来ない場合は、計上することはできません。

⑩ 学会参加費の消費税区分は、学会会員の参加費は不課税、学会非会員の参加費は課税となります。

（「学会の年会参加費に対する消費税の取り扱いについて」平成８年９月１２日付文部省学術国際

局学術情報課事務連絡） 

（４）国内の場合の留意点 

① 日当、宿泊費は、支給された時には消費税がかかりませんが、これを使用した時に消費税がかか 

るので、消費税相当分を控除した額を計上してください。ただし、早出・遅着日当などで、税務当

局より給与としての取扱いを受け源泉税の支払対象となっているものについては、消費税の控除は

必要ありません。 

② 国内交通費は、消費税が含まれていますので、消費税を控除した額を計上してください。 

（５）海外の場合の留意点 
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① 傷害保険料、パスポート交付手数料、査証手数料も対象経費として認められます。これらの費用

には、消費税は課税されませんので、控除する必要はありません。 

② 支度料、予防注射料、国内交通費、空港使用料には消費税が含まれていることが前提となるため、

消費税を控除した額を計上してください。 

③ 海外経費の円換算は、助成先の社内規程等によるレートを使用してください。その際、レート換

算の証拠書類を添付してください。 

 

�．３ 外注費 

 

    ＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に必要な、加工・分析等の請負外注に係る経費 

使用する期間が１年未満の試作品の製作を外注する場合 

 

（１）外注については、その必要性及び金額の妥当性を明確にできるようにしてください。（検査時に、

仕様が明確かどうかを確認します。）助成事業の本質的な部分（研究開発要素がある業務）を外注す

ることはできません。外注する内容については、十分検討してください。 

 

（２）ソフトウエアは、その用途により、以下の通りの計上となります。 

用  途 計 上 費 目 

① 機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、 

一体として機能するもの 

Ⅰ．機械装置等費 

２．機械装置等製作・購入費 

② 単独で動作するもので、助成先等の自社で製

作したもの及び購入したもの。 

Ⅲ．その他経費 

１．消耗品費 

③ 単独で動作するもので、外注したもの Ⅲ．その他経費 

３．外注費 

 

�．� �経費 

 

上記の各経費の他、研究に直接必要な経費を計上するものです。以下にその計上例を示しますが、

これに限定するものではありません。 

 

（１）光熱水料 

    ＜基本的な考え方＞ 

助成事業の実施に直接使用する実験棟、プラント、装置等の運転等に要した電気、ガス、

水道等の経費 

 

① 光熱水料の確認の方法は、助成事業実施場所ごとに子メーターが装備されている場合は、その使 

用料によります。 

② 専用メーターが装備されていない場合は、実験棟等の占有面積、人員、使用容量、使用時間等を

勘案して、合理的に数量を算出してください。（按分した時の円未満の端数は切捨になります。）

この場合、算出根拠を明確にしてください。 

③ 事務スペース、共用スペースなど助成事業に直接使用しているとは言えないスペースに対応する 

光熱水料は、対象になりません。 

④ 単価については、電力会社等との契約単価を用いて計上してください。 
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（２）会議費 

    ＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に直接必要な、委員会以外の会議の開催に要した経費一式 

（外部の有識者を招いて知見を得るような会議が該当します。） 

 

① 開催した会議について、必ず議事録を作成してください。その際、出席者名も記載してください。 

② 謝金・旅費については、助成先の規程等により積算した額とします。規程が無い場合は、社内決 

裁を受けた書類のコピーを添付してください。 

③ 食事代を計上できるのは、その会議の内容及びその時間帯において開催する必要性を明確に説 

明できる場合に限ります。１人当たりの食事代は、１，５００円／日（税抜）を上限とします。食事

代は関係者に限り計上することができます。 

④ 懇親会費、及び助成先等の研究員のみによる会議に要した経費は対象になりません。 

 

（３）通信費 

＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に直接必要な通信・電話料 

 

① 通信先及び通信した内容が、助成事業に直接係るものであることが特定できる証拠書類が必要と

なります。（例えば、通信内容を記載したメモを残しておいてください。） 

② 郵便切手については、管理簿（郵送先・郵送物等を明記）を作成の上、管理してください。 

 

（４）借料（リース料、レンタル料等） 

＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に直接必要な機器・設備類のリース料、レンタル料 

助成事業の遂行に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等 

助成先又は第三者所有の設備、備品等であって、助成事業に直接使用した場合の経費 

 

① 借料について、その費用を前納した場合は、経過した月の額のみ計上することとし、未経過月分

は計上できません。 

② 当該助成業務に直接使用する助成先の施設・装置について、助成先の規定等により使用料が課せ 

られている場合は、当該経費を直接経費に計上することができます。 

また、助成先の施設について、専用に使用するスペースであり、助成先の規定等により使用料が課

せられている場合は、当該経費を直接経費に計上することができます。この場合、その経費（減価

償却費・法定点検費・保守費等）の根拠及び使用実績を明確にしてください。 

③ 外部の設備、備品等を利用する際の経費は、その支払額によります。ただし、経済性を確保する

観点から、借料においても、外注・物品等の調達を行う場合と同様な処理（相見積等）を行ってく

ださい。 

④ 助成事業以外でも使用している場合は、面積、人員、使用容量、使用時間等を勘案して、適正金

額を算出して計上してください。（按分した時の円未満の端数は切捨になります。）この場合、算出

根拠を明確にしてください。 

⑤ 助成事業に直接使用しているとはいえないもの（事務、共用スペース等）の借料については、対

象になりません。 

⑤  リース料計上の考え方の例は次の通りです。 
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助成期間     ： Ｎ１年４月１日～Ｎ２年２月２８日 

リース契約期間  ： Ｎ１年１月１日～Ｎ１年１２月３１日    

 の場合 

賃借料     ： １０万円／月 

 

＜助成対象費用となる期間＞ 

N1/4/1                            N2/2/28 

年月 N1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N2/1 2 3

 

助成金の対象                

 

※ 網掛け部分が、助成対象費用として認められる期間 

（本事例では、Ｎ１年４月～１２月の９ヶ月間） 

＜計上金額・方法＞ 

①  毎月払 

… Ｎ１年４月～Ｎ１年１２月の間、毎月１０万円（合計９０万円） 

②契約期間開始時（Ｎ１年１月）支払 

助成期間外に支払が完了していますが、支払額のうち、当該助成期間分を、毎月計上します。

… Ｎ１年４月～Ｎ１年１２月の間、毎月１０万円（合計９０万円） 

② 契約期間終了時（Ｎ１年１２月）支払 

 助成期間外のＮ１年１月～Ｎ１年３月分を除いて、一括計上します。 

… Ｎ１年１２月 ９０万円 

 

 

（５）図書資料費 

＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に直接必要な図書・資料購入費 

 

① 定価は一般的には内税ですので、消費税を割り戻して税抜価格で計上してください。 

② 購入する書籍等の「題名」を明確にしてください。入門書、概要説明書等、助成事業に直接必要 

と認められない書籍は、計上が認められません。 

③ 年間購読の場合は、経過月分の計上は可能ですが、未経過分については経費計上できません。 

（上記（４）借料における考え方と同じです。） 

 

（６）通訳費 

＜基本的な考え方＞ 

海外出張等に必要な通訳雇用費（用務地における旅費・交通費も含みます。） 

 

 

（７）運送費 

＜基本的な考え方＞ 

① 既に助成先が所有又は調達済の研究機器等について、元の設置場所と研究場所間での 

運搬に要する経費といったスポット的に発生する送料 

② 新たに物品等を調達する際に、送料が調達価格と別立になっている場合 

     ※ 送料が調達価格と別立となっていない場合には、調達に係る付帯経費として、該当する  

費目に含めて構いません。 

 

 

 

 

助成期間

リース契約期間
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（８）委員会費 

     ＜基本的な考え方＞ 

助成事業の遂行に必要な知識、情報、意見等の交換や検討のための「委員会等（ワーキング

・グループも含む）」の開催や運営に要した委員謝金、委員旅費、会議費、会議室借上費、そ

の他関連経費一式 

① 経費（謝金及び旅費）の対象とする委員は、交付申請書に記載された者とします。 

 

② 助成先において、稟議書等により委員の委嘱手続を必ず行ってください。また、代理出席者につ 

いては、委任状が必要となります。 

 

③ 委員会開催時は、必ず議事録を作成してください。その際、出席者名も記載してください。 

  

④ 委員謝金・委員旅費については、助成先の規程等により積算した額とします。規程がない場合 

は、決裁を受けた書類のコピーを添付してください。 

 

⑤ 委員謝金は、源泉徴収額を含んだ額を計上してください。また、委員旅費は、消費税を控除した 

額を計上してください。なお、助成先の会計処理上、委員に対する謝金、手当等の報酬について消費

税が含まれる場合には、消費税を控除した額を計上してください。 

 

⑥ 国又は地方公務員への謝金は、以下の例外を除いて、認められません。 

① 該当者の所属する組織の規程で、公務であっても謝金の受け取りが認められている場合 

② 上記①以外で、該当者が勤務時間外に出席している場合 

 

⑦ 委員謝金・委員旅費は、委員個人に対する報酬ですので、委員個人が受領しなければなりません。 

したがって、現金支払の場合は必ず本人に直接支払い、受領印等を取り付けてください。又、金融機 

関振込の場合は本人名義の口座に振り込んでください。 

なお、助成先の規程等により法人の受領が認められている場合は、法人の受領も認めます。 

 

⑧ 委員会において食事代を計上できるのは、その会議の内容及びその時間帯において開催する必要 

性を明確に説明できる場合に限ります。１人当たりの食事代は、１，５００円／日（税抜）を上限と

します。食事代は、委員、事務局等、関係者に限り計上することができます。 

 

⑨ 懇親会費、及び助成先の研究員のみによる会議に要した経費は対象になりません。 

 

⑩ 研究員が委員会に出席している場合には謝金の支払対象にはなりません。ただし、研究員が委員 

を兼務しており、委員会で委員（有識者）として意見等の交換や検討を行う場合には、謝金の支払

対象となります。（この場合は、労務費の計上はできません。）  

 
（９）キャンセル料 

＜基本的な考え方＞ 

やむを得ない理由により認められた、助成業務の実施に必要な旅費のキャンセル料 
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８．委託費・共同研究費

＜基本的な考え方＞ 

助成事業の一部について、助成先以外の者が実施する際に要する経費 

①  委託費  ：助成先が、助成事業の一部を第三者に委託するのに要した経費 

② 共同研究費：助成先が、助成事業の一部について第三者と共同で実施するために負担した経費

   経費の算定に当たっては、助成先と同様に、「助成対象費用」（P15 参照）に記載の通り、 

費目Ⅰ～Ⅲの区分にしたがって、算定してください。本経費は、他の経費との流用はできません。 

（１）委託、共同研究を行う場合には、あらかじめ交付申請書に記載していただくことが必要です。 

（２）助成先が助成事業の一部を第三者に委託もしくは共同で実施しようとする場合は、実施に関する契

約を締結してください。 

（３）委託契約、共同研究契約の締結日、実施期間は、「助成金交付決定」との関係において以下のよう

に設定することになります。 

① 締結日 

交付決定の日以降とします。 

② 実施期間 

交付決定通知書で定められている助成事業期間内とします。 

（４）委託先・共同研究先の行為については、助成先がＮＥＤＯに対して、すべての責任を負うことに 

なります。従って、委託先・共同研究先に対する検査を必ず実施してください。 

（５）委託先・共同研究先についてもそれぞれ経費発生調書（もしくは、決算報告書・収支決算書）を作

成してください。 

８．１ 国立機関等への委託費・共同研究費

（１）国立機関等との契約概要 

国立機関等とは、国公立研究機関、国公立大学法人、公立大学、高等専門学校、独立行政法人等を

言います。 

助成先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 国立機関等の規程に則った契約が可能です。その場合、国立機関等への委託・共同実施について

は、当該機関の受託規程及び積算基準に従って算定することができます。 

② 確定検査及び年度末中間検査の証明書類として、「決算報告書」及び「収支決算書」（Ⅱ-P29参照）

が必要となります。 

なお、国立機関等が経費発生調書を作成する場合は、決算報告書及び収支決算書を省略することが

できます。 

③ 国公立大学法人等の場合、決算報告書の署名捺印者は、学部長、学科長又は学部事務局の長、 

独立行政法人の場合は、理事長又は契約担当職とします。 

④ 委託研究・共同研究については、原則として当機構の中間検査・確定検査の対象としません。 

（３）国立機関等との受託研究契約について 

助成先が国立機関等に委託を行う場合の受託研究契約に係る一般的な手続は、下記の通りとなり 

ます。受託研究申込が必要な場合がありますので、詳細については各法人の契約窓口に確認してく

ださい。参考例として、受託研究申込書をⅡ-P31に示します。 
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＜事務手続フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

��２ 学術機関等に対する共同研究費（交付������２�） 

 

   ＜基本的な考え方＞ 

委託費・共同研究費のうち、当機構が学術機関等※に対する共同研究費を定額助成と定め

た場合は、共同研究契約等に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を補助対象経

費として、一定金額以内で助成することがあります。 

    

（１）学術機関等※とは 

    国公立研究機関、国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及び

これらに準ずる機関をいい、民間企業との委託費・共同研究費は対象とはなりません。 

 

（２）留意点 

    ・本費用は、当機構が公募要領等で別途提示した場合に限り計上することができます。 

・本費用は、他の経費との流用はできませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託先（研究窓口） 

事前調整等 

実施計画書の作成 

実施計画書の送付 

助 成 先 

事前調整等 

実施計画書の作成依頼

ＮＥＤＯ 委託先（契約窓口）

契約手続 

審 査 

交付決定通知 

受託研究申込書提出

審査・契約手続 

実施計画書の作成依頼

実施計画書の送付

受託研究契約の締結 契約締結の通知 

実施計画書の提出
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�．検査 
�．１ 検査の実施 

 

（１）検査とは 

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。これは、助成事業の完了

確認とともに、ＮＥＤＯから交付されている研究開発資金等は、国民の税金という貴重な財源から

賄われていることから、適正な経費の執行も合わせて要求されているという点に基づくものです。 

 

（２）検査における着眼点 

  検査においては、実施計画等に基づき助成事業等が実施されているかという点は勿論のこと、経 

費の執行にあたっても次のようなことが遵守されているかを確認します。 

 

① 当該助成事業に直接必要な経費であるか。 

② 助成期間中に発生かつ支払が行われた経費であるか。 

③ 当該事業費が、他の資金と混同して使用されていないか。 

④ 会計処理が、法令や内部規程等に照らして適正か。 

⑤ 経費の使用に際し、経済性や効率性が考慮されているか。 

 

（３）検査に際して 

ＮＥＤＯの検査員は、次の点に注意して検査を実施します。ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

① 助成先との適正な関係を保持するために、 

ア．食事代は、全て検査員の自己負担とします。 

イ．贈答品は一切受取りません。 

ウ．最寄り駅から事務所までのタクシー等での送迎は辞退致します。 

エ．宿泊が必要な場合、宿泊場所の確保は検査員が行います。 
② 助成先の就業時間内に検査を終えるよう心がけます。就業時間内に検査が終了できない場合は、

相談の上、日を改めて行います。 

③ ＮＥＤＯと助成先とは、「研究開発のパートナー」であるという認識のもと、検査時においても

真摯な態度を心がけます。 

④ ＮＥＤＯの検査においては、原則として、本マニュアルに記載している以外の書類のご提出・提

示は、お願いしません。記載のない書類をお願いする場合には、その理由を検査担当者から説明す 

るよう努めます。 

 

�．２ 検査の�類 

 

   検査には、「中間検査」、「年度末中間検査」、「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から助成先に対して、あらかじめ、検査日時、検査場所、検査

職員等を通知します。（委託先等への通知については、助成先から連絡を行って下さい。） 

 

（１）中間検査 

  助成事業の遂行状況、経理処理状況及び資産管理状況について、助成期間中に行う検査です。 

また、助成先の経理システムと内部牽制（物品購買フローやコンプライアンスの有無等）等の説明

を受け、適正な経理処理が担保されているかどうかの確認を行います。 

  中間検査実施の利点としては、①年度末や確定時に全ての発生経費を確認する必要がなくなっ 

て検査負荷が分散できる、②誤った経理処理等の速やかな是正に努められることが挙げられます。 

ア．実施時期 

 

主に１０月～２月の間で、ＮＥＤＯとの協議の上決定（主に研究実施

場所で行う実地検査となります。） 

イ．検査対象期間 検査日以前までの既経過期間 

 

（２）年度末中間検査 

  複数年度交付決定を行った場合や、不測の事態等により助成期間の延長措置がとられ、ＮＥＤＯ
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の会計年度終了日（３月３１日）を越える場合、実績報告書を提出して頂き、これに基づき当該年

度の実績額を把握するために検査を行います。 

ア．実施時期 ４月上旬（主に書面検査になります。） 

イ．検査対象期間 中間検査の検査対象期間を除く当該年度期間 

 

（３）確定検査 

  ＮＥＤＯが助成先から助成事業の完了に係る実績報告書を受理した場合に行う検査です。実績報

告書に基づき、助成事業の遂行状況、経理処理状況を検査します。この検査で助成金の額を確定し、

助成金の精算を行います。概算払を行った助成金に過払いがある場合は払戻をしていただきます。 

ア．実施時期 

 

実績報告書提出後速やかに（提出期限は、助成事業の完了日又は助成

期間の終了日） 

イ．検査対象期間 助成期間全て（ただし、これまでの検査で対象とした期間は原則とし

て除く） 

 

（４）その他検査 

  上記以外に、ＮＥＤＯが必要と認めた場合に行う検査です。助成期間が終了する日の属するＮＥ

ＤＯ事業年度の終了日の翌日から起算し、５年間はＮＥＤＯが検査を行えることになっています。 

 

�．３ 検査の方法 

 

   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。主に

中間検査では実地検査を、年度末中間検査及び確定検査では書面検査を行います。 

   実際の方法については、プロジェクト担当部の指示に従って下さい。 

（１）実地検査 

ＮＥＤＯの検査員（通常２名以上）が助成先の研究実施場所に赴き、助成事業の進捗状況、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発

生状況について、予め準備していただいた経費発生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。 

 

（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 

助成先に指定した日時に、ＮＥＤＯ内の検査会場（本部・支部の会議室等）に検査に必要な書

類を持参して出向いていただき、対面方式でその確認を行うものです。 

（ＮＥＤＯの所在地：http://www.nedo.go.jp/introducing/shozaichi.html） 

② 書面方式による検査 

助成先から検査に必要な書類をＮＥＤＯに郵送していただき、ＮＥＤＯにて、この確認を行う

ものです。（この場合、助成先の担当者に当機構へ出向いていただく必要はありません。） 
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（３）検査の流れ 

 検査は次のような流れで実施します。 

 

１．ＮＥＤＯより検査通知を受理  

↓ 事前調整の上、ＮＥＤＯから検査日・検査員を電子メール等で通知します。 

（助成先の必要性に応じ、従来どおり書面により通知することも可能です。） 

 

２．助成先において検査に必要な書類（証拠書類等）の準備  

↓ 契約書関係、帳票類、出勤簿、社内経理関係規程、出張報告書 等
 

３．自主点検の実施（自主点検リストの提出）  

↓ 「自主点検リスト」（P63-64参照）を用いて助成先が行います。 

※検査前に計上経費の事前確認を行って頂くことで、間違いを予め修正し、検 

査時間の短縮を図ります。（自主点検リストは経費の計上において間違いやすい 

ポイントを整理しています。） 

 

４．受検時 

① 事業実施体制の説明 

 

② 事業の実施内容とこれまでの実施状況の説明 

 

③ 経理システムと内部牽制等の確認（物品購買フロー、コンプライアンスの有無確認） 

＊ 原則として、助成先の経理規程を尊重した経費認定を行います。そのため次のような

確認をさせて頂きます。 

・ 物品購買フロー通りに経費計上されているかどうか 

・ 上記のフローで内部牽制が働いているかどうか 

（契約担当者と支払担当者が異なる） 

     さらに、コンプライアンスが整備されていれば、どのようなものか紹介して下さい。

         （抽出確認検査等の一助とします） 

 

④ 経費発生額と証拠書類の確認 

 

⑤ 取得資産等の現物確認（研究現場等の実査） 

 

⑥ 経費発生調書等の記載事項の確認 

 

①、、  検査結果の確認（検査で判明した修正事項等の確認）                      

 

    ①、③、⑤については、書面検査時には原則として行いません。 

 

 

   ５．検査結果及び自主点検リストに基づく適正判定 

               ＊判定により次回以降の検査の効率化をはかります。 
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９．４ 検査に必要な書類 

 

検査には、下記の書類をご用意ください（必要に応じ、下記以外の書類の確認をお願いすることが 

あります）。原則として、原本のご用意をお願いしますが、困難な場合は、コピーでも可とします。 

 

（１）検査時に提出していただく書類等 

ア．経費発生調書（検査当日修正を行う場合がありますので、電子ファイルもご用意ください） 

イ．事業進捗状況報告書（労務費を請求しない研究員がいる場合） 

ウ．月別項目別明細表、労務費積算書 

   エ．【確定検査・年度末中間検査時追加】実績報告書（様式第４、交付規程 第９条第９項） 

       （決算報告書・収支明細書の電子ファイルもご用意ください） 

   オ．【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。 

 

（２）検査時に提示していただく書類 

ア．交付申請書及び交付決定通知書の写し 

イ．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） 

ウ．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） 

エ．購買規程、旅費規程、就業規則及び給与規程（何れもコピー）（必要部分） 

オ．発注から支払に至るまでの事務処理フロー図 

カ．証拠書類〔助成先が通常使用している帳票類（例：見積書、納品書、請求書、領収書、銀行振

込の写）〕（経費発生調書の根拠となる書類）下記９．５を参照願います。 

キ．部門単価を証する書類（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） 

ク．助成先が委託先及び／又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、（当機構の検査手法を準用し、）助成先の検査員がサインした経費発生調書） 

（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 

ケ．労務費を計上している場合は、以下の書類 

・就業日が記載されている就業カレンダー・就業規則・給与規程等の規程類 

・助成事業従事日誌、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

示をお願いする場合があります。 

   ・労働時間証明書（月間所定労働時間数を超えた場合） 

・健保等級証明書（健保等級適用者）又は、給与証明書（健保等級適用者以外のうち月額、年

額範囲適用者）、出向元の健保等級を適用する出向者については、出向元の「健保等級証明

書」（なお、必要に応じ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」等の提示をお願いする場合があります。） 

     ・専従証明書（期間・率専従者がいる場合） 

コ．出張報告書もしくはそれに代わるもの（参考） 

サ．資産管理台帳、勘定元帳（必要に応じて） 

シ．（既に中間検査を実施した場合）その中間検査で当機構検査員がサインした経費発生調書 
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��� 購入品等に関する証拠書類の関係 

 

支出内容を証明する書類として、助成先の経理処理において通常使用している、発注、納品、検収、請

求、支払を確認できる書類を用意してください。検査時に確認します。 

 

（１）証拠書類に係る留意点 

 

① 帳票類に、購入した品名が「○○一式」として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記

してください。 

 

② インターネットでの発注を行う場合等、証拠書類を揃えることが困難な場合は、それに準ずる書

類を揃えてください。 例：発注書に代えて、発注計画書。 

 

③ 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） 

 

④ 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、助成先が作成した「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） 

 

⑤ 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。 

 

⑥ 機械装置等費や外注費においては、発注時に見積取得先に送付した見積仕様書が必要です。仕様

内容が明確かどうかを検査時に確認します。 
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９．６ 経費計上と証拠書類の整理（ファイリング） 

 

助成先における経費発生状況の管理、及び当機構による中間検査や確定検査を効率よく実施するため、

証拠書類の整理は、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）助成事業に要する経費の内訳を明確にするため、経費の細目ごとに【機械装置等費（土木・建築工

事費、機械装置等製作・購入費、保守・改造修理費）、その他経費（消耗品費、旅費、外注費、諸

経費）、委託費・共同研究費】月別項目別明細表 を、労務費については、労務費積算書（Ⅱ-P25

参照)を作成し、四半期毎の各経費の合計を、経費発生調書（Ⅱ-P40参照）に計上してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労務費は、以下の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。)

 
 
 
 

 

出勤簿

 

 
 
 
 

 

労務日誌
 

 

 
 

  仕切紙
 

（Ａ４縦）
 

 
 
 
 

 

仕切紙
 

 
 
 
 

労務費
 

積算書
 

 
 
 
仕切紙 

（Ａ４縦） 毎月の発生経費及び四半期計を記載 

・労務費は、検収ベースで整理してください。（従事した

月の労務費を当該月に計上してください。） 
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（３）労務費以外の経費は、「見積仕様書、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。）

････以下は消耗品費での事例（他も同様に整理してください。） 

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。 次ページの記載例を参照

               発注書 

納品書 

検収書 

請求書

                   支払書 

領収書 

    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 

見積仕様書

仕切紙

月別項目別

明細表

・旅費は、支払発生時点の月ごとに整

理してください。

・労務費・旅費以外の各経費細目は、

支払ベースか検収ベースのいずれ

かの月ごとに整理してください。

（ただし、一度選択した集計基準

は、年度途中で変更できません。）

（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）各企業において、流れが異なる場合は、各書類

に代わるものを整理してください。

仕切紙

（Ａ４縦）

毎月の発生経費及び四半期計を記載
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１０．助成金の支払 
 

１０．１ 支払の種類 

 

助成金の支払には、「概算払」と「精算払」があります。 

当機構は、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

を助成先に支払います。これを「概算払」と言います。 

これに対し、助成期間完了後（確定検査完了後）に手続きされる、最終の経費の支払いを「精算払」

といいます。 

 

１０．２ 概算払手続 

 

（１）概算払（交付規程第１４条：助成金の支払） 

概算払は、運営費交付金を財源とする本事業では原則として年間４回実施します。第４回の概算

払を２月に実施することで、年度内に大半の支払いを完了します。 

概算払いを希望する助成先は、所定の期日までに、当機構担当者宛に、概算払希望金額を記載し

た「概算払申込書」（Ⅱ-P32参照）をＦＡＸ（メールでも可）してください。申込み後、「助成金

概算払請求書」（様式第11-1　Ⅳ-P14参照）を提出いただき、当機構での審査の上、助成先の指定

口座へ振り込みます。（提出期日内に提出がない場合は、概算払いが行えません。）） 

なお、当機構に振込口座の登録が無い場合は、第一回目の請求時までに、「振込口座番号登録申

請書」（様式第11-2　Ⅳ-P15参照）を提出してください。

 

（２）手続の概略と必要書類 

助 成 先 ＮＥＤＯ 

「概算払申込書」（Ⅱ-P32）の提出 
 

概算払の有無を確認（ＮＥＤＯの資
金計画に反映） 

「概算払に必要な書類」の提出 
①  助成金概算払請求書（Ⅱ-P33）  
② 振込指定口座番号登録申請書（Ⅳ-P15参照） 
【備考】上記②は、従来と異なる振込口座を指定する場合（含む新規）

は提出。過去に振込実績があれば不要。 

受理・審査 

概算払受領 支払 

 

（３）手続上の留意点 

① 年４回（５月、８月、１１月、翌年２月）概算払の機会を設けます。このうち２月の概算払は必

ず請求していただきます。ただし、事業期間終了が２月の場合は、終了年度の２月の概算払請求を行

わず、確定検査後の精算払（３月）のみとすることができます。 

② ５月、８月及び１１月の支払機会については、原則としてそれぞれ限度額の２５％、５０％及び７

５％を上限とします。ただし、資金需要に応じて、概算払申込時にプロジェクト担当部と協議した上

で上限値を超過することも可能です。翌年２月の支払機会については「１月末までの発生実績額」と

「２月・３月の発生見込額」（限度額を上限とする）を請求してください。 

③ 各支払月の前月下旬（第１四半期であれば４月下旬）までに、「概算払申込書」（Ⅱ-P32 参照）を

提出してください。ＦＡＸ・メールで可とします。当機構の資金計画に反映します。 

④  各支払月の月初（第１回であれば５月上旬）に、「助成金概算払請求書」（Ⅱ-P33 参照）を提出し

てください。 

⑤ 助成先が中小企業者に該当する場合、上記の年４回の概算払では助成事業に係る資金需要等に対

応できない場合には、ＮＥＤＯの担当部と調整いただくことにより、年４回の支払機会以外に概

算払いを行うことが可能です。 

 

＜中小企業者とは＞ 

    中小企業基本法第２条（中小企業者の範囲及び用語の定義）を準用し、以下に定める「主たる 

事業として営んでいる業種」によりＡ又はＢのいずれかの基準を満たす法人です。 
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主たる事業として営んでいる業種 ※１ 
Ａ 

資本金基準 ※２

Ｂ 

従業員基準 ※３ 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 

（下記以外） 

３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

※１ 対象となる業種は中小企業基本法第２条の定義に基づきます。 

※２ 「資本の額又は出資の総額」を言います。 

※３ 「常時使用する従業員の数」を言い、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含

みません。又、他社への出向者は従業員に含みます。 

ただし、大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社又は孫

会社については、みなし大企業として取扱います。 

 

（４）概算払スケジュール 

概算払のご案内は、ＮＥＤＯホームページ「委託、補助・助成事業の手続き」に掲載します。提出

期日は厳守してください。 

 

＜定例概算払スケジュール＞  

概算払機会 支払対象（累計額） 
概算払申込書

の提出 
（助成先→NEDO）

支払請求書 
の提出 

（助成先→NEDO） 

概算払時期 
（NEDO→助成先）

第１回（５月） 限度額の２５％が上限 ４月末頃 ５月中旬まで ５月末頃 

第２回（８月） 限度額の５０％が上限 ７月末頃 ８月中旬まで ８月末頃 

第３回（１１月） 限度額の７５％が上限 １０月末頃 １１月中旬まで １１月末頃 

第４回（翌年２月） 
���� 

翌年１月末までの実績 
＋３月までの見込額 

（限度額の１００％が上限）
１月末頃 ２月上旬まで ２月末頃 

 

（５）年度末中間検査または確定検査で、当該年度の助成金額と支払額に過不足が生じた場合の処理 

   概算払終了後の年度末中間検査又は確定検査により、当該年度の助成金額と概算払による支払額に

過不足が生じた場合には次のような処理を行うことになります。 

 

① 複数年度交付決定の中間年度末（年度末中間検査）の場合 

過大であった場合 過大分については、次年度分の既支払額として認識し、次年度初回の概算払請求

額から差し引きます。 

不足であった場合 不足分については、次年度初回の概算払請求時に請求してください。 

（不足分のみを次年度 5月に概算払請求することも可能） 

 

② 単年度交付決定の年度末または複数年度交付決定の最終年度末（確定検査）の場合 

過大であった場合 過大分については、ＮＥＤＯからの返還請求書に基づき、期日までに返還してく

ださい。 

不足であった場合 不足分については、精算払にてお支払いします。「助成金精算払請求書」を提出

してください。 
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１０�３ 精算払手続（交付規程第１４条：助成金の支払） 

当機構は、確定検査により交付規程に適合していると認めた経費の額（確定額）を助成先に通知

します。助成先は、当機構から確定額の通知を受理した後に、「助成金精算払請求書」（様式第１２、

Ⅳ様式等参照）により、当該確定額を請求してください。ただし、既に概算払を受けている場合に

は、「確定額から既に受領した概算払額を差引いた額」を請求していただきます。 

当機構は、特段の問題がなければ、請求書を受理した日から起算して３０日以内に、その請求額

をお支払いします。 

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、当機構から過払金額

の返還請求書を発行します。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。 

指定の納付期日以降に納付された場合、その発生理由によっては、納付期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、利息を付していただくことがあります。 

 

＜確定検査及び精算払手続フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０�４ 支払請求書提出の際の��� 

 

（１）第１回目請求時までに「振込指定口座番号登録申請書」を提出してください。指定口座は１度登録

すれば、助成先から申請のない限り変更しません。変更を必要とする場合は再度、提出してください。

変更がない場合は、２度目以降の請求に添付する必要はありません。 

 

（２）助成先の経理担当部署から当機構に対し、概算払、精算払の支払金額の内容について、お問い合わ 

せいただくケースがあります。当機構に対し支払請求する際には、併せて助成先の経理担当部署へも、

支払請求書の内容についてご連絡いただきますようお願いします。 

 

以上 

 
 
 
 
 

 

（確定検査の日程の調整）

ＮＥＤＯ 

額の確定通知の発出

助成先 

支払請求書のチェック

受 理 

支払請求書の提出 

支払処理 受領・支払処理 

実績報告書の提出 受 理

検査の通知 通知受 

助成事業の完了 

確定検査の実施 
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