
平成29年度　二国間交流事業共同研究・セミナー委託費収支簿 (様式８）

基本の記載例 （金額単位：円）

相手国（振興
会対応機関）

対象事業

外国旅費 国内旅費 消耗品 謝金 その他経費
不課税取引・非
課税取引に係る

消費税
伝票番号 支出日 その他

1 H28.4.1 研究交流経費受
入

日本学術振興会 800,000 800,000

2 H28.6.30 学振　学　6/1～
6/30　フランス・パ
リ(★★大学)共同
研究打ち合わせ
（航空券）

学振　学 250,000 550,000 250,000 XXXXX H28.7.29

3 H28.6.30 学振　学　6/1～
6/30　フランス・パ
リ(★★大学)共同
研究打ち合わせ
（滞在費・国内旅
費）

（株）■×旅行 305,000 245,000 300,000 5,000 XXXXX H28.7.29

4 H28.7.10 ABC試薬１００ｍｌ
×1本

（株）○○薬品 4,800 240,200 4,800 XXXXX H28.8.15 別途500円
自己負担

5 H28.8.10 国際　花子7/10
～7/11（6時間×2
日）データ入力業
務

国際　花子 10,000 230,200 10,000 XXXXX H28.9.15

6 H28.9.11 学振　学9/8～
9/11　韓国・ソウ
ル　★★★学会
成果発表（航空
券・滞在費・旅費）

学振　学 120,000 110,200 115,000 5,000 XXXXX H28.9.30

7 H28.9.11 学振　学　★★★
学会　参加費

★★★学会事務
局

22,000 88,200 22,000 XXXXX H28.9.30

8 H28.12.5 麹　町子　12/1～
5　▲△市▲△大
学　共同研究

麹　町子 40,000 48,200 40,000 XXXXX H29.1.10

9 H29.3.31 消費税相当額 ▲△税務署 48,200 0 48,200 XXXXX H29.5.30
（支払予
定）

一部大学
負担あり

合計 800,000 800,000 0 665,000 50,000 4,800 10,000 22,000 48,200

納品日・完了日 収　　入 支　　出
整理
番号

摘　　要 相手方

経理担当者　所属部課・職・氏名

研究交流経費（直接経費）支給額

残　　額

代表者　所属機関・部局・職・氏名

備　　　　考

フランス（MAEDI)

共同研究　・ 　セミナー

▲△大学・理学研究科・教授・学振　学

国際交流課・課長・××　○○

800,000円

支出費目

国名（対応機関略称）を記載してください。（支出報告書と

委託費のうち、研究交流経費（直接経費）の

支給額のみ記載してください。

契約日又は委託費振込日

【旅費】氏名、期間、行き先、用
務内容を記載し、1件の出張が
複数に分かれるときは、内訳を
明記してください。

【旅費】同一の支払相手方に対して、

複数の費目に分かれる場合、支出

の合計と費目の合計が一致してい

ることを確認して記載してください。

【出張の納品日・完了日】出張

報告の日、費用を計上した日な

ど実施機関の規程に沿った日

付にしてください。

【消耗品】同日納品、同一支払い相手の場合、「品名×数量」を明記し、品

名毎に整理番号をつけ、金額の妥当性がわかりやすいようにしてください。

【謝金】作業従事者の氏名、従事期間、作

業時間、作業内容を明記してください。

別途、一部を自己負担して購入してい

る場合、備考欄に明記してください。そ

の際、支出欄には研究交流経費から

の負担金額のみを記載してください。

いずれかを選択してください。

学会参加に伴う旅費、参加費については必ず「学会名」

を明記してください。

発表の事実がわかるようにプログラムなどを提出し、

「実施報告書」「研究報告書」へ記載してください。

【消費税】相手方には納付先

の税務署を記載してください。

各費目の合計金額を記載してください。
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平成29年度　二国間交流事業共同研究・セミナー委託費収支簿 (様式８）

基本の記載例 （金額単位：円）

相手国（振興
会対応機関）

対象事業

外国旅費 国内旅費 消耗品 謝金 その他経費
不課税取引・非
課税取引に係る

消費税
伝票番号 支出日 その他

納品日・完了日 収　　入 支　　出
整理
番号

摘　　要 相手方

経理担当者　所属部課・職・氏名

研究交流経費（直接経費）支給額

残　　額

代表者　所属機関・部局・職・氏名

備　　　　考

フランス（MAEDI)

共同研究　・ 　セミナー

▲△大学・理学研究科・教授・学振　学

国際交流課・課長・××　○○

800,000円

支出費目

国名（対応機関略称）を記載してください。（支出報告書と

委託費のうち、研究交流経費（直接経費）の

支給額のみ記載してください。

いずれかを選択してください。

(作成上の注意）
１．　この収支簿は、研究課題／セミナーごとに作成すること。
２．　「納品日・完了日」欄には、当該年度の3月31日までの研究課題/セミナーに係る物品の納品、役務の提供等が完了した日を記入すること。なお、「備考」欄に支出日（予定日でも可）を記入すること。
３．　「摘要」欄には、次の事項を必ず記入すること。
　（１）　「外国旅費」、「国内旅費」の場合：　旅行者名、旅行期間、旅行先（都市・主な用務先）、用務内容
　（２）　「消耗品費」の場合：　すべての品名、数量
　（３）　「謝金」の場合：　研究補助作業従事者等氏名、作業従事期間、補助作業内容
　（４）　「学会参加に係る旅費」及び「学会参加費」の場合：　学会名
　（５）　「再委託」の場合：　再委託案件である旨を明記
４．　相手国研究者に係る滞在費は「国内旅費」に含めること。
５．　支出費目の最終行に各費目の合計金額を入れること。
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平成29年度　二国間交流事業共同研究・セミナー　委託費収支簿 (様式８）

JSPSに戻入が発生する場合の記載例 （金額単位：円）

相手国（振興
会対応機関）

対象事業

外国旅費 国内旅費 消耗品 謝金 その他経費
不課税取引・非
課税取引に係る

消費税
伝票番号 支出日 その他

1 H28.4.1 研究交流経費受
入

日本学術振興会 800,000 800,000

2 H28.6.30 学振　学　6/1～
6/30　フランス・パ
リ(★★大学)共同
研究打ち合わせ
（航空券）

学振　学 250,000 550,000 250,000 XXXXX H28.7.29

3 H28.6.15 学振　学　6/1～
6/15　フランス・パ
リ(★★大学)共同
研究打ち合わせ
（滞在費・国内旅
費）

（株）■×旅行 240,000 310,000 235,000 5,000 XXXXX H28.7.29

4 H28.7.10 ABC試薬１００ｍｌ
×1本

（株）○○薬品 4,800 305,200 4,800 XXXXX H28.8.15

5 H28.8.10 国際　花子7/10
～7/11（6時間×2
日）データ入力業
務

国際　花子 10,000 295,200 10,000 XXXXX H28.9.15

6 H28.9.11 学振　学9/8～
9/11　韓国・ソウ
ル　★★★学会
成果発表（航空
券・滞在費・旅費）

学振　学 120,000 175,200 115,000 5,000 XXXXX H28.9.30

7 H28.9.11 学振　学　★★★
学会　参加費

★★★学会事務
局

22,000 153,200 22,000 XXXXX H28.9.30

8 H28.12.5 麹　町子　12/1～
5　▲△市▲△大
学　共同研究

麹　町子 40,000 113,200 40,000 XXXXX H29.1.10

9 H29.3.31 消費税相当額 ▲△税務署 48,000 65,200 48,000 XXXXX H29.5.30
（支払予
定）

合計 800,000 734,800 65,200 600,000 50,000 4,800 10,000 22,000 48,000

フランス（MAEDI)

支　　出 残　　額

代表者　所属機関・部局・職・氏名 ▲△大学・理学研究科・教授・学振　学

経理担当者　所属部課・職・氏名 国際交流課・課長・××　○○

支出費目 備　　　　考

研究交流経費（直接経費）支給額 800,000円 共同研究　・ 　セミナー

整理
番号

納品日・完了日 摘　　要 相手方 収　　入

委託費のうち、研究交流経費（直接経費）の

支給額のみ記載してください。

国名（対応機関略称）を記載してください。

（支出報告書と一致させてください。）

いずれかを選択してください。

契約日又は委託費振込日

【旅費】氏名、期間、行き先、用
務内容を記載し、1件の出張が
複数に分かれるときは、内訳を
明記してください。

【旅費】同一の支払相手方に対して、

複数の費目に分かれる場合、支出

の合計と費目の合計が一致してい

ることを確認して記載してください。

【消耗品】同日納品、同一支払い相手の場合、「品名×数量」を明記し、品名

毎に整理番号をつけ、金額の妥当性がわかりやすいようにしてください。

【謝金】作業従事者の氏名、従事期間、作

業時間、作業内容を明記してください。

【出張の納品日・完了日】出張

報告の日、費用を計上した日な

ど実施機関の規程に沿った日

付にしてください。

学会参加に伴う旅費、参加費については必ず「学会名」

を明記してください。

発表の事実がわかるようにプログラムなどを提出し、

「実施報告書」「研究報告書」へ記載してください。

【消費税】相手方には納付先

の税務署を記載してください。

戻入がある場合、残額の合計金額に残額を記入し、
支出報告書の備考欄に戻入がある旨を記載してく
ださい。

各費目の合計金額を記載してください。
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平成29年度　二国間交流事業共同研究・セミナー　委託費収支簿 (様式８）

JSPSに戻入が発生する場合の記載例 （金額単位：円）

相手国（振興
会対応機関）

対象事業

外国旅費 国内旅費 消耗品 謝金 その他経費
不課税取引・非
課税取引に係る

消費税
伝票番号 支出日 その他

フランス（MAEDI)

支　　出 残　　額

代表者　所属機関・部局・職・氏名 ▲△大学・理学研究科・教授・学振　学

経理担当者　所属部課・職・氏名 国際交流課・課長・××　○○

支出費目 備　　　　考

研究交流経費（直接経費）支給額 800,000円 共同研究　・ 　セミナー

整理
番号

納品日・完了日 摘　　要 相手方 収　　入

委託費のうち、研究交流経費（直接経費）の

支給額のみ記載してください。

国名（対応機関略称）を記載してください。

（支出報告書と一致させてください。）

いずれかを選択してください。

(作成上の注意）
１．　この収支簿は、研究課題／セミナーごとに作成すること。
２．　「納品日・完了日」欄には、当該年度の3月31日までの研究課題/セミナーに係る物品の納品、役務の提供等が完了した日を記入すること。なお、「備考」欄に支出日（予定日でも可）を記入すること。
３．　「摘要」欄には、次の事項を必ず記入すること。
　（１）　「外国旅費」、「国内旅費」の場合：　旅行者名、旅行期間、旅行先（都市・主な用務先）、用務内容
　（２）　「消耗品費」の場合：　すべての品名、数量
　（３）　「謝金」の場合：　研究補助作業従事者等氏名、作業従事期間、補助作業内容
　（４）　「学会参加に係る旅費」及び「学会参加費」の場合：　学会名
　（５）　「再委託」の場合：　再委託案件である旨を明記
４．　相手国研究者に係る滞在費は「国内旅費」に含めること。
５．　支出費目の最終行に各費目の合計金額を入れること。
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