
経理様式２（記載例）

（単位：円）

開発実施機関名

平成 29 年度委託研究開発費［ 直接経費 ］収支簿 部署・職名

氏名

直接経費
（税込）

間接経費
（税込）

伝票番号

25,000,000 7,500,000

10,000,000 3,000,000 123456-00

10,000,000 3,000,000 123456-00

123456-00

20,000,000 6,000,000

5,000,000 1,500,000

0 0 123456-00

19,893,300 3,000,000

数量
支出額
（税込）

契約(発注)日 検収日 支払先 備考 伝票番号

100 5,000,000 H29/04/01 H29/04/05 (株)○○○○ 123456-01

10,000 H29/04/01 H29/04/05 科学製作所(株) 123456-02

1 200,000 H29/04/01 H29/04/05 科学技術研究所 無形固定資産(汎用品) 123456-03

1 450,000 H29/04/01 H29/04/05 (株)○○○○ 利益排除済 123456-04

1 10,000,000 H29/04/01 H29/04/05 科学製作所(株)
有形固定資産(２者以
上競争)

123456-05

1 4,500 H29/04/01 H29/04/05 科学書店 123456-06

0 *********

15,664,500

消費税相当額

(費目）物品費 計

H29/04/10 書籍（○○技術の現状について） 4,500

H29/04/10 ○○○○○○機器 450,000

H29/04/10 ○○○○○○装置 10,000,000

H29/04/10 試薬 硫酸○㎖他

H29/04/10 ソフトウェア（○○○○） 200,000

　(費目）物品費
出金

年月日
件名

単価
（税込）

H29/04/10 Ｓｉウェハー 50,000

(2)支出額

支出額 計 22,893,300

●支出_直接経費（費目別内訳）

前年度繰越額 計 (ﾛ) 6,500,000

返還済額 計 (ﾊ) 0

0

当年度収入額 計 (ｲ) 26,000,000

0

0

H29/04/01 第１・四半期 13,000,000

H29/07/01 第２・四半期 13,000,000

年月日 件名 合計（税込） 備考

(1)収入額

収入額 計 (ｲ)+(ﾛ)-(ﾊ) 32,500,000

研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）

開発課題名 ○○○○○○○○○○○○○○の開発

リームリーダー名 ○○　○○

●収支額

経理担当者

○○大学

○○学部　事務長

○○　○○

機関研究開発責任者名 ○○　○○
【機関研究開発責任者】
チームリーダー、サブリーダー、分担開発者に該当する
方を記入してください。

【直接経費 支出額 計】

下段にある 「●支出_直接経費(費目別内訳)」の合計額を合算した金額。
直接経費 支出額 計＝(費目)物品費 計+(費目)人件費･謝金 計+(費目)旅費 計+(費目)その他 計

全ての水色のセルには、
計算式が入っています。

【経理様式１】の当年度収入額(A') に該当する金額。

【経理様式１】の前年度からの繰越額(B)に該当する金額。

【経理様式１】の決算(支出)額(C) に該当する金額。

利益排除対象物品の場合の記載例

【経理様式１】の返還済額(E)に該当する金額。
※返還連絡書で報告した額を記入してください。

(1)収入額 計 － (2)支出額 計 － 次年度への繰越金＝が、
－(ﾏｲﾅｽ)になる場合は、その額が【経理様式１】の うち自己負担額(C')に
該当する金額になります。

有形固定資産に該当する場合の記載例

無形固定資産に該当する場合の記載例
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氏名 内容
支出額
（税込）

内非課税額 備考 伝票番号

先端　花子 給与 H29/04/01 ～ H29/04/30 300,000 300,000 123456-11

先端　花子 通勤費 H29/04/01 ～ H29/04/30 20,000 123456-12

先端　花子 社会保険料 H29/04/01 ～ H29/04/30 10,000 10,000 123456-13

先端　太郎 派遣料 H29/04/01 ～ H29/04/30 300,000 123456-14

科学　次郎 謝金（アルバイト料） H29/04/10 ～ H29/04/14 50,000 50,000 123456-15

科学　三郎 給与等 H29/04/01 ～ H29/04/30 285,000 245,000 123456-16

- 605,000

48,400 =605,000*8% *********

1,013,400

氏名 用務先（地名）
支出額
（税込）

支払先 備考 伝票番号

科学　太郎
科学技術振興機構
（東京都千代田区）

H29/04/01 ～ H29/04/01 36,000 科学 太郎 123456-21

科学　花子
○○国際会議場
（イギリス ロンドン）

H29/04/10 ～ H29/04/20 450,000 ○○トラベル 内非課税300,000 123456-22

科学　花子
○○国際会議場
（イギリス ロンドン）

H29/04/10 ～ H29/04/20 100,000 科学 花子 123456-23

～

24,000 =300,000*8% *********

610,000

数量
支出額
（税込）

契約日 検収日 支払先 備考 伝票番号

1 5,000 H29/04/10 H29/04/10 ○○学会 非課税 123456-31

1 2,000,000 H29/04/10 H29/04/20 ㈱△△分析 123456-32

2 100,000 H29/04/01 H29/04/15 □□会館 ２会場使用 123456-33

1 500,000 H29/04/01 H29/04/20 科学製作所(株) 本事業専用 123456-34

400 =5,000*8% *********

2,605,400

※間接経費に係る支出の内容は記入不要です。
※本様式は、正本１部に写し（コピー）１部を添えて提出を行ってください。

消費税相当額

(費目）その他 計

H29/04/30 □□会議　会場借料(4/10) 50,000

H29/04/30 ○○評価装置の修理 500,000

H29/04/10 ○○学会参加費 5,000

H29/04/30 △△検査業務外注 2,000,000

（費目）旅費 計

　(費目）その他
出金

年月日
件名

単価
（税込）

H29/04/30
○○展示会出席、○○に関する研
究発表

消費税相当額

出金
年月日

期間 目的

H29/04/05
○○キックオフに出席し、開発計画
説明

H29/04/30
○○展示会出席、○○に関する研
究発表

消費税相当額

（費目）人件費・謝金 計

　(費目）旅費

H29/04/25 科学　三郎

非課税額 計

H29/04/25 ○○社会保険事務所

H29/04/30 ○○○(株)

H29/04/30 科学 次郎

出金
年月日

期間 支払先

H29/04/25 先端 花子

H29/04/25 先端 花子

　（費目）人件費・謝金

消費税相当額算出のための計算式を記入してください。
※消費税相当額の計上は任意です。

【大学等】の専従ポスドク
等の記載例

【企業等】の人件費精算書（経理様式
１５）で算出された計上額の記載例

消費税課税対象の「通勤手当」分は控除
し算出してください。
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