
戦略的イノベーション創造プログラム （スマートバイオ産業・農業基盤技術）新旧対照表 

                 改訂                  現行 

「戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)」 

実施要領 

2019 年 1 月 4 日付け  30 生セ第 0295002 号 

一部改訂 2019 年 3 月 15 日付け  30 生セ第 1214001 号 

一部改訂 2019 年 7 月 9 日付け   元令セ第 0404002 号 

Ⅰ～Ⅳ （略） 

Ⅴ 1 (略) 

２ 各費目の説明 

（１）直接経費 

費目・細目 説  明 
証拠書類の

例 

           （略）  

消費税等相

当額 

 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税

取引に係る経費の８％(令和元年10月以降は10％) 

 

【特記事項】 

１ 構成員が地方公共団体や免税事業者の場合は発生

しません。 

２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分けて

書いていただくためのものではありません。非課税取

引、不課税取引及び免税取引（人件費、賃金等）の

８％(10％)に当たる額を上乗せしていただくための欄で

す。 

  これは、委託契約が課税取引であるためです。 

  (消費税率10％の例) 

  55万円の委託費を受け取り、税込55万円の『物品』を

買った場合、委託費の消費税と物品と共に支払った消

費税が同じ5万円ですので、消費税の納税額は０円と

なり、特に問題は発生しません。 

  しかし、100万円の委託費を受け取り、100万円の『賃

金』(不課税)を支払った場合、委託費の消費税は100

万円×10/110=90,909円になり、その分赤字になりま

消費税等相

当額計上の

計算資料 

「戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)」 

実施要領 

2019 年 1 月 4 日付け  30 生セ第 0295002 号 

一部改訂 2019 年 3 月 15 日付け  30 生セ第 1214001 号 

 

Ⅰ～Ⅳ （略） 

Ⅴ 1 (略) 

２ 各費目の説明 

（１）直接経費 

費目・細目 説  明 
証拠書類の

例 

           （略）  

消費税等相

当額 

 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税

取引に係る経費の８％ 

 

【特記事項】 

１ 構成員が地方公共団体や免税事業者の場合は発生

しません。 

２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分けて

書いていただくためのものではありません。非課税取

引、不課税取引及び免税取引（人件費、賃金等）の

８％に当たる額を上乗せしていただくための欄です。 

  これは、委託契約が課税取引であるためです。 

 （例） 

  54万円の委託費を受け取り、税込54万円の『物品』を

買った場合、委託費の消費税と物品と共に支払った消

費税が同じ4万円ですので、消費税の納税額は０円と

なり、特に問題は発生しません。 

  しかし、100万円の委託費を受け取り、100万円の『賃

金』(不課税)を支払った場合、委託費の消費税は100

万円×8/108=74,074円になり、その分赤字になりま

す。 

消費税等相

当額計上の

計算資料 



す。 

  そのため、110万円の委託費を受け取り、100万円の

賃金を支払い、10万円を納税、となるようにしていま

す。この10万円が「消費税相当額」です。 

３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の税率

とします。 

※令和元年10月1日、消費税の増税が予定されていま

すが、月毎で処理される場合と年度で処理される場

合で取り扱いが異なりますので、各機関の会計規程

等に従い適正な計上をお願いします。 

消費税等相当額を過大に計上した場合は納税額を

超える金額について返還していただく場合がありま

す。 

４ なお、本事業は補助金（不課税）ではありませんの

で、生研支援センターに消費税を返還する必要はあ

りません。 

３ 略 

４（１）～（４）略  

（５）①、②略 

③有給休暇の取扱い 

給休暇取得に伴う費用については原則として委託費へ計上することはできませ

ん。ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、人件費及び賃金で被雇用者の

有給休暇取得に伴う費用を計上することができます。 

・雇用契約書、労働条件通知書等で、当該被雇用者が本事業のみに従事する

ことが明確になっていること。 

・雇用契約書、労働条件通知書等に有給休暇の取扱が規定されていること。規

定されていない場合には雇用責任者の証明書、研究機関の規程等により明

確になっていること。 

・本事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数の

範囲内であること（有給休暇を付与することとなる日及び日数については、各

研究機関の規程に基づきます。）｡ 

なお、以下については委託費の計上は認められませんが、長期休暇取得者

が担当する試験研究の遅滞を防ぐために代替要員を新たに雇用する場合は、代

  そのため、108万円の委託費を受け取り、100万円の

賃金を支払い、8万円を納税、となるようにしています。

この8万円が「消費税相当額 」です。 

３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の税率

とします。 

(消費税に関して委託業務実施要領にあわせて改訂) 

（注意書きを記載） 

 

 

 

 

 

 

 

４ なお、本事業は補助金（不課税）ではありませんの

で、生研支援センターに消費税を返還する必要はあ

りません。 

３ 略 

４（１）～（４）略  

（５）①、②略 

③有給休暇の取扱い 

給休暇取得に伴う費用については原則として委託費へ計上することはできませ

ん。ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、人件費及び賃金で被雇用者の

有給休暇取得に伴う費用を計上することができます。 

・雇用契約書、労働条件通知書等で、当該被雇用者が本事業のみに従事する

ことが明確になっていること。 

・雇用契約書、労働条件通知書等に有給休暇の取扱が規定されていること。規

定されていない場合には雇用責任者の証明書、研究機関の規程等により明

確になっていること。 

・本事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数の

範囲内であること（有給休暇を付与することとなる日及び日数については、各

研究機関の規程に基づきます。）｡ 

なお、特別休暇（夏期休暇、創立記念日、天災地変に伴う公共交通の運転停



替要員の人件費を経費として認めます。 

   ・「特別休暇（夏季休暇、創立記念日、天災地変に伴う公共交通の運行停止

等）」 

     ・「産前・産後休暇等」 

・「連続して長期に委託事業に従事しないことがあらかじめ明確な場合」 

    ・「年次休暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、 

年次休暇取得以降委託事業に従事しないことが明確な場合」 

また、月俸・年俸制により雇用されている者については、年次休暇、夏期休暇を

取得した場合であっても当該月俸・年俸に変動がないことから、上記にかかわらず

委託契約期間中の費用として人件費、賃金に計上することができます。ただし、産

前・産後休暇、退職前の長期連続休暇等、明らかに長期にわたり委託事業に従事

しない休暇については、委託費への計上は認められません。 

（６）（７）（８）（９） 略 

 

５（1）～(5) 略 

（６）留意事項 

① 実績報告書の日付  

代表機関が提出する実績報告書の作成日付は３月３１日としてください。 

コンソーシアム内の取りまとめ期限設定等は個別にご対応ください｡ 

② 帳簿 

帳簿は、原則として、１点毎に品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年

月日、納品年月日、支払年月日を記載することを原則としますが、1 行 1 伝票で

の記載でも構いません。これらの内訳がわかる書類（個々の見積書、請求書、旅

費計算書等）は各構成員にて保管して下さい。 

 

 

 

 

 

止等）、産前・産後休暇、病気休暇等で連続して長期に本事業に従事しないこと

があらかじめ明確な場合及び年次休暇であっても、退職前に連続して取得し、そ

のまま退職するなど、年次休暇取得以降本事業に従事しないことが明確な場合

については委託費への計上は認められません。長期休暇取得者が担当する試験

研究の遅滞を防ぐために代替要員を新たに雇用する場合は、代替要員の人件費

を経費として認めます。 

（記載方法の変更） 

 

また、月俸・年俸制により雇用されている者については、年次休暇、夏期休暇

を取得した場合であっても当該月俸・年俸に変動がないことから、上記にかかわら

ず委託契約期間中の費用として人件費、賃金に計上することができます。ただ

し、産前・産後休暇、退職前の長期連続休暇等、明らかに長期にわたり委託事業

に従事しない休暇については、委託費への計上は認められません。 

（６）（７）（８）（９） 略 

 

５（1）～(5) 略 

（６）留意事項 

① 実績報告書の日付  

代表機関が提出する実績報告書の作成日付は３月３１日としてください。 

コンソーシアム内の取りまとめ期限設定等は個別にご対応ください｡ 

② 帳簿 

帳簿は、原則として、１点毎に品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年

月日、納品年月日、支払年月日が確認できる資料としてください。 

（帳簿の項目を委託業務実施要領にあわせて改訂） 

以下削除 

ただし、１枚の納品書に多種多様な物品が列記されている場合などは、帳

簿に代表物品名（記載例「フラスコ、他」）と合計の数量・金額等の必要事

項とを記入し、備考欄に納品書に対応する番号等を明記して、添付の納品

書から個々の物品を容易に特定できる状況である場合はこの限りではあ



 

６（１）（２）略 

（３）概算払 

概算払は、各事業年度に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究

概算払請求書（様式Ⅲ－７）」を提出してください。この場合、概算払請求額は、当

該請求時に必要な額としてください。また、概算払を受けることにより、各構成員に

おいて資金の滞留がないよう、事業の進捗状況に応じた請求をお願いします。 

生研支援センターでは、概算払いに当たり、特に請求月、支払月を設けていま

せんので必要な時期に必要な額の請求が可能です。また、必要に応じ、年４回以

上の概算払いも可能ですが、その際は事前に契約関係担当まで事前にご連絡く

ださい。 

１回の請求上限は委託費の５０％までとしますが、５０％を超える請求が必要な

場合は、事前に契約関係担当までご連絡いただくとともに概算払請求書の備考欄

にその理由を記載してください。 

ただし、第４四半期（１～３月）の請求においてはこの限りではありません。 

 

以下 略 

 

りません。 

 

６（１）（２）略 

（３）概算払 

概算払は、各事業年度に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究

概算払請求書（様式Ⅲ－７）」を提出してください。この場合、概算払請求額は、当

該請求時に必要な額としてください。また、概算払を受けることにより、各構成員に

おいて資金の滞留がないよう、事業の進捗状況に応じた請求をお願いします。 

生研支援センターでは、概算払いに当たり、特に請求月、支払月を設けていま

せんので必要な時期に必要な額の請求が可能です。また、必要に応じ、年４回以

上の概算払いも可能ですが、その際は事前に契約関係担当まで事前にご連絡く

ださい。 

１回の請求上限は委託費の５０％までとしますが、５０％を超える請求が必要な

場合は、事前に契約関係担当までご連絡いただくとともに概算払請求書の備考欄

にその理由を記載してください。 

（第４半期の取り扱いを追記） 

 

以下 略 

 

 


