ᵝࠉᘧࠉ㹁㹉㸫㸴㸫㸯ࠉ
ࠉࠝグධࠞ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸧㸦≉ู᥎㐍◊✲㸧ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦ᨭỴ⟬ሗ࿌᭩㸧㸦௧ඖᖺᗘ㸧
௧ᖺ᭶᪥

ࠉ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆⌮㛗ࠉẊ
◊
✲
௦
⾲
⪅

⏦ㄳ᭩グ㍕䛾ㄢ㢟ྡ䜢グධ
䛩䜛䛣䛸䚹
䛺䛚䚸ኚ᭦䛿䛷䛝䛺䛔䚹

ṇ䛧䛔ᐇ⦼ሗ࿌ᑐ㇟ᖺᗘ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹

ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ࡢ
ᮏ㒊ࡢᡤᅾᆅ
ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵
࣭㒊ᒁ࣭⫋ྡ
ࣇࣜ࢞ࢼ

ۑۑࠉࠉۑۑ

Ặࠉࠉࠉྡ

ۑۑࠉࠉۑۑ

ࠛ ۑۑۑ㸫ۑۑۑۑ
ᮾி㒔ۑۑ༊ۑۑ㸯㸫㸯㸫㸯
ۑۑᏛ࣭࣭⛉✲◊ۑۑᩍᤵ

༳

సᡂ᪥䜢䚸௧䠎ᖺ䠐᭶䠍᪥䡚௧䠎ᖺ䠑᭶䠏䠍᪥䛾䛔䛪䜜
䛛䛾᪥䛸䛩䜛䛣䛸䚹
ᮏᵝᘧసᡂཪ䛿௧
௧䠎ᖺ䠏᭶ᮎⅬ䛷䛾ᡤᒓ➼䜢グධ
䛩䜛䛣䛸䚹
䛺䛚䚸㒊ᒁ䛾䛺䛔◊✲ᶵ㛵䛾㒊ᒁྡ䛿グධせ䚹
䜎䛯䚸◊✲ᶵ㛵ྡ䛻䛂⊂❧⾜ᨻἲே䛃➼䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛ሙ
ྜ䛿䚸┬␎䛩䜛䛣䛸䛺䛟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛◊✲
ᶵ㛵ྡ䜢ṇ☜䛻グධ䛩䜛䛣䛸䚹

◊✲ㄢ㢟ྡ ࡢۑۑ㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲
⨫ྡ䜎䛯䛿ᢲ༳䛩䜛䛣䛸䚹

⿵ຓᴗᮇ㛫 ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠉ㹼ࠉ௧ඖᖺᗘ

㸯㸬ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศͤࠕ┤᥋⤒㈝ᐇᨭฟ㢠ࠖḍࡣࠊᙜヱᖺᗘ⧞㉺ࡋ࡚⏝ࡋࡓศࢆྵࡵ࡞࠸ࡇࠋ

᭱⤊ᖺᗘ䛻⧞㉺䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸⧞㉺䛻䜘䜚ᘏ㛗
䛥䜜䛯⤊ᖺᗘ䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹
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ྜィ㸦DE㸧
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ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ䛻䛚䛡䜛Ỵᐃ㔠㢠䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䚸
Ỵᐃ㢠䜢ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䛻䛿ኚ᭦Ỵᐃ㢠䜢グ
ධ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䚸๓ᖺᗘ䛛䜙䛾⧞㉺ศ䛿䚸ᮏḍ䛻䛿ྵ䜑䛺䛔䛣䛸䚹
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┤᥋⤒㈝㸦D㸧
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๓ᖺᗘ䛛䜙䛾⧞㉺ศ䛿䚸ᮏḍ
䛻䛿ྵ䜑䛺䛔䛣䛸䚹
┤᥋⤒㈝䠖
ᜥ䛿ྵ䜑䛺䛔䛣䛸䚹༢䛷グධ䛧䚸ᨭ⡙➼䛸㱈㱒䛜
䛺䛔䛛☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
㛫᥋⤒㈝䠖
⿵ຓᴗ⪅䛜ᡤᒓ䛩䜛◊✲ᶵ㛵䛻ㆡΏ䛧䛯㛫᥋⤒㈝㢠䜢
グධ䛧䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
㛫᥋⤒㈝䛜ᥐ⨨䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸䛂䠌䛃䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹

㸱㸬㈝┠ูᨭ≧ἣ⾲㸦ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ㸩ㄪᩚ㔠➼ศ㸧㸦௧ඖᖺᗘ㸧
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┤᥋⤒㈝ィ
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᪑㈝
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ࡑࡢ
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┤᥋⤒㈝ィ

≀ရ㈝

᪑㈝

ே௳㈝࣭ㅰ㔠

ࡑࡢ

㛫᥋⤒㈝
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㈝┠
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մ
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᪑㈝

ே௳㈝࣭ㅰ㔠
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յ
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ㄪᩚ㔠➼ศỴᐃ㸸௧ඖᖺ᭶᪥
ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ㏣ຍỴᐃ㸸௧ඖᖺ᭶᪥
ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศᮍ⏝㢠㸸
ㄪᩚ㔠➼ศᮍ⏝㢠㸸
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ㄢ㢟␒ྕ

ୖẁ䛿䚸ᅜ
ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ䠇ㄪ
ㄪᩚ㔠➼ศ
ୗẁ䛾䛂䠄 䠅䛃䛿䚸ㄪ
ㄪᩚ㔠➼ศ䛾䜏䠄ㄪᩚ㔠➼䛾䛜
䛺䛔ሙྜ䛻䛿䚸ྛ㈝┠䛾ୗẁ䛻䠄䠌䠅䜢グ㍕䛧䚸✵ḍ䛻䛧䛺
䛔䛣䛸䚹䠅
䛔䛪䜜䜒䚸ᙜヱᖺᗘศ䛾䜏䛸䛧䚸๓ᖺᗘ䛛䜙ᙜヱᖺᗘ䛻⧞
㉺䛧䛶⏝䛧䛯㢠䛿ྵ䜑䛺䛔䛣䛸䚹

䛂๓ᖺᗘ䛾⏝ィ⏬䛻グ㍕䛧䛯㈝┠ูෆヂ䠄H30䠅䛃䠖
ᖺᥦฟ䛧䛯ᵝᘧCK-6-1䛾䛂5.⧞㉺ᢎㄆணᐃ㢠䠄ᖹᡂ３０ᖺ
ᗘ䠅⩣ᖺᗘ䛾⏝ෆヂ䛃ḍ䛾グ㍕ෆᐜ䛸ྜ⮴䛥䛫䜛䛣䛸䚹
䛂ᐇᨭฟ㢠䠄R1䠅䛃䠖
CK-6-1ู⣬䠍䛜ῧ䛥䜜䛶䛔䛶䚸䛭䛾ู⣬䠍䛻グ㍕䛾㔠㢠䛸
ྜ⮴䛥䛫䜛䛣䛸䚹

ㄪᩚ㔠➼ศ䛻ಀ䜛Ỵᐃ䚸ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ䜎
䛯䛿ㄪᩚ㔠➼ศ䛻ಀ䜛ᮍ⏝㢠➼䛻䛴䛔䛶䚸ヱᙜ䛜䛒
䜛ሙྜ䛿సᡂୖ䛾ὀព䛻ᚑ䛳䛶ᚲ䛪グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䛂ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศᮍ⏝㢠䛃䠙
䐟䠉䠄䐠䠇䐡䠅䠉䠄䐢䠇䐣䠅
䛂ㄪᩚ㔠➼ศᮍ⏝㢠䛃䠙
䐤䠉䠄䐥䠇䐦䠅

ᶵ㛵␒ྕ
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せ࡞≀ရ᫂⣽᭩㸦୍ရཪࡣ୍⤌ⱝࡋࡃࡣ୍ᘧࡢ౯᱁ࡀ㸳㸮௨ୖࡢࡶࡢ㸧
ࠉࠉᵝ
ᆺ࣭ᛶ⬟➼

≀ࠉࠉရࠉࠉྡ
࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ

タ⨨◊✲ᶵ㛵ྡ
㸦⣡ධ᪥㸧

ᩘࠉ㔞

༢ࠉ౯






 ۑۑᏛ
㸦5





 ۑۑᏛ
  㸦5





 ڧڧᏛ
  㸦5

/9%7.51

㔠㢠


ྜ⟬⏝䛻䜘䜚㉎ධ䛧䛯ሙྜཪ䛿」ᩘ䛾⛉◊㈝➼䛻䜘䜚ඹ⏝
タഛ䜢㉎ධ䛧䛯ሙྜ䠖
≀ရ➼䛾⥲㔠㢠䛜䠑䠌௨ୖ䛾ሙྜ䛻グධ䛧䚸䛭䛾䛖䛱䚸┤
᥋⤒㈝䛻䜘䜚㈇ᢸ䛧䛯㢠䜢䠄 䠅᭩䛝䛷グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䠄䠖 30䠄┤᥋⤒㈝䠅䠇25䠄䛾⛉◊㈝䠅䠙55䠄⥲㔠
㢠䠅䛾ሙྜ䛻䛿グධ䚹䠅

ͤྜ⟬⏝ࡼࡾ≀ရ➼ࢆ㉎ධࡋࡓሙྜࡢ
⨨ڦڸە
㸦ྜ⟬㸧

㸦ᰴ㸧ڦڸە506:5

ᩘ㔞㽢༢౯䠙㔠㢠䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹

ͤ」ᩘࡢ⛉◊㈝➼ࡼࡾඹ⏝タഛࢆ㉎ධࡋࡓሙྜࡢ
⨨ڦڸە
㸦ඹ⏝㸧

㸦ᰴ㸧ڦڸە506:5

䛂ᵝ ᆺ䞉ᛶ⬟➼䛃䛻䛴䛔䛶䜒ᚲ䛪グ㍕䛩䜛䛣䛸䚹

ͤᑡ㢠ࡢᅗ᭩ࢆ㔞㉎ධࡋࡓሙྜࡢ
すὒ୰ୡᨻྐ㛵ಀᅗ᭩
㸦㸧
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⿵ຓᴗ⪅
◊✲௦⾲⪅ཬࡧ◊✲ศᢸ⪅
ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵
࣭㒊ᒁ࣭⫋ྡ

Ặࠉࠉྡ
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ڦڦᏛ࣭◊ڦڦ
✲⛉࣭ᩍᤵ

ڦڦࠉڦڦ







ڧڧᏛ࣭◊ڧڧ
✲⛉࣭ᩍᤵ

ڧڧࠉڧڧ







ڧڧᏛ࣭◊ڹڹ
✲⛉࣭ᩍᤵ

ڹڹࠉڹڹ



≀ရྡ䠖
䞉ᅗ᭩䛻䛴䛔䛶䛿1ཪ䛿1⤌䛾౯᱁䛜50௨ୖ䛾ሙྜ䛿ᚲ
䛪᭩ྡ䚸㔠㢠䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹ᑡ㢠䛾ᅗ᭩䜢ከ㔞䛻㉎ධ䛧䛯ሙ
ྜ䛻䛿䚸䠑䠌⛬ᗘ䜢୍ᣓ䛧䛶䚸䛘䜀䛂すὒ୰ୡᨻྐ㛵ಀ
ᅗ᭩䛃䛾䜘䛖䛻䚸䛒䜛⛬ᗘᅗ᭩䛾ෆᐜ䛜ุู䛷䛝䜛䜘䛖䛺⾲⌧䜢
⏝䛔䛶グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䞉ᾘ
ᾘ⪖ရ䚸タഛഛရ䜢ၥ䜟䛪䚸ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛿䛶グධ䛩䜛䛣䛸䚹



ᖺᗘ㏵୰䛻ᡤᒓᶵ㛵䜢ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᣓᘼ᭩䛝䛷
䛭䜜䛮䜜䛾◊✲ᶵ㛵䜈䛾ㆡΏ㢠䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䚸ഛ⪃ḍ䛻ኚ᭦䛾ᐇⓎ⏕ᖺ᭶᪥䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹

๐㝖㸸
௧㸰ᖺ᭶᪥

 
 


⿵ຓᴗᮇ㛫䛾㏵୰䛷◊✲ศᢸ⪅䜢㏣ຍ䞉๐㝖䛧䛯ሙྜ
䛻䛿䚸ഛ⪃ḍ䛻䛂㏣ຍ䛃ཪ䛿䛂๐㝖䛃ཬ䜃䚸䛂᪥ᮏᏛ⾡⯆
䛾ᢎㄆ᪥䛃䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹

ۼۼᏛ
ڦڦᏛ
㏣ຍ㸸
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◊✲ศᢸ⪅䛾ᡤᒓᶵ㛵䛾ኚ᭦䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐇⓎ⏕᪥䛾
グ㍕䛿せ䚹䛯䛰䛧䚸◊✲ᶵ㛵䛻ㆡΏ䛧䛯㛫᥋⤒㈝䛾ෆヂ
䛿グධ䛩䜛䛣䛸䚹
㛫᥋⤒㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠ୍䛾ᶵ㛵ศ䛿䚸⧳䜑䛶グධ䛩䜛䛣
䛸䚹

ᙜヱᖺᗘ୰䛻䚸◊✲௦⾲⪅䞉◊✲ศᢸ⪅䛸䛧䛶◊✲䛻ᦠ
䜟䛳䛯⪅䛿䛶グධ䛩䜛䛣䛸䚹
䜎䛯䚸㟁Ꮚ⏦ㄳ䝅䝇䝔䝮䛻Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵䞉㒊
ᒁ䞉⫋䛸ྠ୍䛛ᚲ䛪☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䚹
≉䛻ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵➼䜢ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䛿ὀព䛩䜛䛣䛸䚹

ᕥ䛛䜙䚸ᮏᵝᘧ䠍䝨䞊䝆┠䛾௨ୗ䛾ḍ䠄ྠ䛨Ⰽ䛾ḍ䠅䛷䛒䜛
䛂䠍䠊ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽศ䛃ཪ䛿䛂䠎䠊ㄪᩚ㔠➼ศ䛃䛾䐠䚸
䐥䚸䐡䠇䐦䛾㔠㢠䛸䛭䜜䛮䜜୍⮴䛩䜛䛣䛸䚹

๓ᖺᗘ䛛䜙ᙜヱᖺᗘ䛻⧞
⧞㉺䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛿䚸ᵝᘧ䠟䠧䠉䠒䠉䠍ู⣬䠍䜢ే䛫䛶ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䚹
䠄䛺䛚䚸䠏㡫௨ୖ䛻ཬ䜆ሙྜ䛿䚸ୖ㒊䜢䜽䝸䝑䝥Ṇ䜑䛩䜛䛣䛸䚹㡫䛾⢶䛡䛿⾜䜟䛺䛔䛣䛸䚹䠅

๐㝖䛥䜜䛯◊✲ศᢸ⪅䜒ྵ䜑䛯
ேᩘ䜢グධ䛩䜛䛣䛸䚹
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様 式 ＣＫ－６－１〔作成上の注意〕
本様式は、研究代表者が、各会計年度終了後に各会計年度の収支状況について作成し、所属する研究機関を経
由して翌年度の５月３１日までに提出すること（最終年度については様式ＣＫ－６－２を提出すること）。
提出にあたっては、以下について留意すること。
・用紙は所定の様式を使用し、Ａ４判（縦長）・両面印刷したものを１部提出すること。
・誤記入した場合は改めて作成し直すこと（訂正印及び修正液等の使用による訂正は認めない。）。
研究代表者が死亡等により欠けた場合においては、研究代表者が所属する研究機関が本様式を作成すること。
・頁の糊付けは行わないこと。
【注意事項】
１.「年月日」欄について
実績報告年月日を、必ず記入すること。
２.「所属研究機関の本部の所在地」欄について
① 大学、短期大学、高等専門学校等は、「全国大学一覧」、「全国短期大学一覧」及び「高等専門学校
一覧」の本部の所在地を確認のうえ記入すること。
② 文部科学省の施設等機関は、「文部科学省職員録」の機関所在地を記入すること。
③ 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人若しくは
当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関（国内に設置されるもの
に限る。
）又は一般社団法人若しくは一般財団法人は、文部科学省に届けている所在地を記入すること。
④ 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる
事業としている会社等であって、学術の振興に寄与する研究を行う研究者が所属するもののうち、文部
科学大臣の指定を受けた研究機関は、機関の指定を受ける際に提出した申請書に記載の住所を記入する
こと。
３.「所属研究機関・部局・職名」欄について
実績報告書作成時又は当該年度の３月３１日のいずれか早い時点での所属研究機関・部局・職名を記入する
こと。
４.「氏名（フリガナ）」欄
研究代表者氏名は、記名押印又は署名をすること。なお、研究代表者の印は、印肉を使用して押印するもの
とする。
５.「研究課題名」欄について
交付申請書に記載した研究課題名を記入すること。
６.「補助事業期間」欄について
当該研究課題が採択された研究期間を記入すること。なお、研究計画の最終年度から翌年度に繰越を行った
場合については、補助事業期間中の繰越の場合とは異なり、補助事業期間が延長となるため、その場合には、
繰越により延長された終了年度を記入すること。
７.「国庫債務負担行為分」欄について
(1) 「交付決定額（期間全体）」欄について
①
「交付決定額（期間全体）」欄には、交付決定通知書に記載の国庫債務負担行為分における直接経費、
間接経費及びその合計額を円単位で記入すること。（調整金による次年度使用や前倒し使用を行うなど
交付決定額を変更した場合には、変更後の交付決定額を記入すること。）
(2) 「年度別内訳（R1）」欄について
② 「年度別内訳（R1）」欄には、交付決定通知書に記載の国庫債務負担行為分における当該年度の直接

経費、間接経費及びその合計額を円単位で記入すること。所属研究機関の変更等により間接経費交付決
定額変更申請や調整金による次年度使用や前倒し使用を行うなどにより、国庫債務負担行為分の
交付決定額を変更した場合には変更後の交付決定額を記入すること。
③ 「②直接経費実支出額（R1）」欄には、直接経費について国庫債務負担行為分の当該年度の実支出額
を記入すること。
直接経費に他の経費を加えて合算使用を行った場合は、合算した他の経費の額は含まないこと。
なお、
また、直接経費から生じた利子（預貯金利息）については、原則、所属研究機関に譲渡することとし
ているので、実支出額は利子（預貯金利息）を含めないで記入すること。利子（預貯金利息）を所属研
究機関が受け入れられないため、補助事業やその他の研究に使用した場合であっても記入しないこと。
「③間接経費譲渡額（R1）」欄には、間接経費について当該年度に研究機関に譲渡した額を記入するこ
と。辞退により交付を受けていない場合は「０」を記入すること。
８.「調整金等交付分」欄について
(1) 「交付決定額（R1）」欄について
①
「交付決定額（R1）」欄には、交付決定通知書に記載の調整金等交付分における当該年度の直接経費、
間接経費及びその合計額を円単位で記入すること。所属研究機関等の変更により間接経費交付決定額変
更申請や調整金による次年度使用や前倒し使用を行うなどにより調整金等交付分の交付決定額を
変更した場合には変更交付決定額に基づき記入すること。
②
「⑦直接経費実支出額（R1）」欄には、直接経費について当該年度の実支出額を記入すること。なお、
直接経費に他の経費を加えて合算使用を行った場合は、合算した他の経費の額は含まないこと。また、
直接経費から生じた利子（預貯金利息）については、原則、所属研究機関に譲渡することとしているの
で、実支出額は利子（預貯金利息）を含めないで記入すること。利子（預貯金利息）を所属研究機関が
受け入れられないため、補助事業やその他の研究に使用した場合であっても記入しないこと。
③
「⑧間接経費譲渡額（R1）」欄には、間接経費について当該年度に研究機関に譲渡した額を記入する
こと。辞退により交付を受けていない場合は「０」を記入すること。
９.「費目別収支決算表」欄について
① 各欄の記入にあたっては、以下について留意すること。
・円単位で記入すること。
・上段には国庫債務負担行為分と調整金等交付分の合算額を記入し、下段には調整金等交付分のみの金額
を（ ）書きで記入すること。
・各費目欄に該当する経費がない場合には、「０」を記入すること。
②
「交付申請書等に記載した費目別内訳（R1）」欄には、交付申請書に記載した（過去に費目別内訳を
変更している場合には、最後に提出した様式に記載した）当該年度の各費目の内訳を記入すること。
③
「実支出額（R1）」欄には、当該年度の実支出額の各費目の内訳を記入すること。
１０.「繰越承認額（平成３０年度）実支出額」欄について
繰越承認を受けた場合、各費目の内訳を円単位で記入すること。各費目欄に該当する経費がない場合、繰越
の該当がない場合は「０」を記入すること。
「前年度の使用計画に記載した費目別内訳（H30）」欄には、前年度の様式ＣＫ－６－１ 「翌年度の使用内
訳」で記載した各費目の内訳を記入すること。
１１.「繰越承認額（令和元年度）翌年度の使用内訳」欄について
翌年度への繰越承認（申請）された場合、各費目の内訳を円単位で記入すること。各費目欄に該当する経費
がない場合、繰越の該当がない場合は「０」を記入すること。
「翌年度の使用内訳（R2）」欄には、繰越した際の各費目の内訳を記入すること。
１２.「備考」欄について
次の１）～５）に従い記入すること。
1) 調整金等交付分に係る交付決定等があった場合は、「調整金等交付分交付決定」と記入し、交付決定

年月日を記入すること。なお、国庫債務負担行為分の追加交付決定があった場合は「国庫債務負担行為
分追加交付決定」と記入し、交付決定年月日を記入すること。
2) 直接経費の使用内訳の変更承認を受けている場合には、「直接経費使用内訳変更承認」と記入し、日
本学術振興会承認年月日を記入すること。
3) 間接経費交付決定額の変更承認を受けている場合には、「間接経費交付決定額変更承認」と記入し、
日本学術振興会承認年月日を記入すること。
4) 当該年度に未使用額がある場合には、「国庫債務負担行為分未使用額 ○，○○○円」「調整金等交
付分未使用額 ○，○○○円」と記入すること。
なお、未使用額について記入例を参考に記入すること。
5) 利子（預貯金利息）の額は記入しないこと。
１３.「課題番号」欄について
交付決定通知書に記載の課題番号（８桁）を記入すること。
１４.「機関番号」欄について
研究代表者が所属する研究機関の機関番号（５桁）を記入すること。
１５.「主要な物品明細書」欄について
当該年度に「費目別収支決算表」欄の物品費によって購入した、一品又は一組若しくは一式の価格が５０万
円以上の物品（図書を含む。消耗品、備品の別を問わない。）について記入すること。ただし、前年度から当
該年度へ繰越を行った場合は、繰越承認額については本欄には含めず、様式ＣＫ－６－１別紙１（繰越承認額
（平成３０年度）の主要な物品明細書及び補助事業者一覧）の同欄にて記入すること。記入すべき物品が多く
枠内に収まらない場合には、枠を広げても構わない。
図書については、１冊又は１組の価格が５０万円以上の場合は必ず書名、金額を記入することとし、少額の
図書を多量に購入した場合には、５０万円程度を一括して例えば「西洋中世政治史関係図書」のようにある程
度図書の内容が判明するような表現を用いて記入すること。この場合、図書の数量は必ず記入すること。
合算使用により物品等を購入した場合は、当該補助事業で負担した額が５０万円未満であっても、価格が５
０万円以上の場合には、当該物品等について記入し、物品名の最後に「
（合算）
」と明記すること。この際、
「金
額」欄には購入した物品等の価格を記入し、同欄に括弧書きで当該補助事業で負担した額を記入すること（記
入例参照）
。
また、他の科研費や、文科省等が所管する競争的資金制度で合算による共用設備の購入が可能な事業の研究
費を合算使用して共用設備を購入した場合は、当該補助事業で負担した額が５０万円未満であっても、価格が
５０万円以上の場合には、当該設備について記載すること。この際、金額の欄には購入した設備の価格を記入
し、同欄に括弧書きで当該補助事業で負担した額を記入すること。また、物品名の最後に「（共用）」と明記
すること（記入例参照）。
全額を当該補助事業で購入をした設備のうち、共用としている設備については、物品名の最後に「
（共用）
」
と明記すること（記入例参照）
。
なお、複数年度にわたって製作した総額５０万円以上の研究装置等については、完成した年度に記入するこ
と。
１６.「補助事業者」欄について
交付申請書に記載の「補助事業者」欄に基づき記入すること。ただし、前年度から当該年度へ繰越を行った
場合は、様式ＣＫ－６－１別紙１（繰越承認額（平成３０年度）の主要な物品明細書及び補助事業者一覧）を
添付し、同欄にて補助事業者及び繰越承認額についての分担金使用状況を記入すること。
① 1） 研究代表者が一人で行う研究の場合（研究分担者の辞退があった場合を除く。）は、「氏名」欄の
一番下の「計」欄に「１」と記入するのみで差し支えない。
2） ただし、一人で行った研究であっても、年度途中で所属研究機関を変更した場合は記入例のとおり
記入すること。
② ①以外の研究の場合は、次のとおり記入すること。
1) 実績状況報告書作成時又は当該年度の３月３１日のいずれか早い時点での所属研究機関・部局・職

名を記入すること。年度の途中において分担部分を終了した後に所属研究機関を変更した研究分担
者については、分担部分終了時点（所属機関変更前）の所属研究機関・部局・職名を記入すること。
2) 「研究者番号」欄については、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の研究者情報に登録され
ている８桁の番号を記入すること。
3) 「直接経費実支出額（R1）」欄及び「間接経費の譲渡額（R1）」欄については、研究代表者及び研
究分担者ごとに直接経費の支出状況及び間接経費の譲渡額について、所属研究機関に確認の上、記
入すること。 その際、「直接経費実支出額（R1）」欄については国庫債務負担行為分と調整金等
交付分を該当欄にそれぞれ記載し、「間接経費譲渡額（R1）」欄については国庫債務負担行為分と
調整金等交付分を合わせた金額（前年度から繰越を行っている課題についてはその直接経費及び間
接経費（間接経費の繰越を行っている場合のみ）は含まない。）をそれぞれ記入すること。
4) 「直接経費実支出額（R1）」欄の「計」欄の額については、「１．国庫債務負担行為分」の「①直
接経費実支出額（R1）」欄又は「２．調整金等交付分」の「⑦直接経費実支出額（R1）」欄の各欄
の額とそれぞれ一致すること。
5) 「間接経費の譲渡額」欄については、同一機関に所属する補助事業者の間接経費の譲渡額は合計額
のみを記入するとともに、残りの補助事業者には「０」を記入すること。
ただし、研究代表者及び研究分担者が年度途中に所属研究機関を変更した場合は、それぞれの研
究機関に譲渡した間接経費の内訳を、研究機関に確認の上、
「備考」欄に( )書きで記入するととも
に、それぞれの研究機関名を記入し、同一機関の合計額には含めないこと。
なお、「間接経費の譲渡額（R1）」欄の「計」欄の額については、「１．国庫債務負担行為分」
の「③間接経費譲渡額（R1）」欄と「２．調整金等交付分」の「⑧間接経費譲渡額（R1）」欄の合
計額と一致すること。
6) 直接経費から生じた利子（預貯金利息）については、原則、所属研究機関に譲渡することとしてい
るので、実支出額は利子（預貯金利息）を含めないで記入すること。利子（預貯金利息）を所属研
究機関が受け入れられないため、補助事業やその他の研究に使用した場合であっても記入しないこ
と。
7) 交付の決定を受けた後に、研究代表者の所属研究機関の変更、研究分担者の追加・削除があった場
合には、該当者「備考」欄に次表のとおり記入すること。また、「研究代表者及び研究分担者」欄
の「計」欄には削除した研究分担者の人数も含めること。なお、研究分担者の追加、削除について
は、当該年度末日までに日本学術振興会が承認したものに限る。
区分
研究代表者の所属研究機関の変更
研究分担者の追加
研究分担者の削除
様

式

「備考」欄への記入事項
変更：事実発生年月日
追加：日本学術振興会承認年月日
削除：日本学術振興会承認年月日

ＣＫ－６－１別紙１（繰越承認額（平成３０年度）の主要な物品明細書及び補助事業者）

１．本様式は、前年度から当該年度へ繰越を行った場合に作成し、実績報告書（様式ＣＫ－６－１）とともに提
出すること。
２．「主要な物品明細書」欄には、繰越承認額のうち、当該年度に「４．繰越承認額（平成３０年度）実支出額」
欄の物品費によって支出した、一品又は一組若しくは一式の価格が５０万円以上の物品（図書を含む。消耗品、
備品の別を問わない。）について記入すること。記入にあたっては、様式ＣＫ－６－１の同欄の記入方法と同
様とする。
３．「補助事業者」欄の「研究代表者及び研究分担者」欄及び「備考」欄については、様式ＣＫ－６－１の同欄
に記載したものと同一とすること。また、「直接経費実支出額（H30繰越承認額）」欄及び「間接経費の譲渡額
（H30繰越承認額）」欄には、繰越承認額について、様式ＣＫ－６－１の同欄の記入方法と同様に記入し、「計」
欄の額については、「４．繰越承認額（平成３０年度）実支出額」の「実支出額（R1）」欄の「直接経費計」
又は「間接経費」欄の各欄の額とそれぞれ一致すること。

