
経理関係の参考資料

生物科学専攻事務室（経理担当）

取扱注意



1.物品を購入する
物品購入の流れ（通常） ＊50万円以上の発注は、「1品または1件50万円以上の物品（備品、消耗品）・請負（修理、役務）の発注の流れ」をご参照ください。

発注の手順
＜通常の購入の場合＞
各自、業者に発注してください。

↓
納品時に納品書を受け取ります。
（納品時の検収については、「検収の流れ（伝票で購入する場合）」をご参照ください。）

↓
後日、業者より請求書、見積書が届きます。

↓

注意事項
＜消耗品費＞
・文房具は、研究に必要な量をご購入ください。

＊月次決算の関係上、請求書、見積書、納品書を受け取られましたら、速やかに各経費担当者にご提出ください。
（納品書に記載された日付の翌月25日までに支払わないといけません。）

＊年度末に今年度中に使い切れない量の消耗品を購入しないでください。
監査等で指摘を受けていますので、計画的にご執行ください。

請求書、見積書、納品書の日付については、会計検査院による平成17年度会計検査の指摘事項にも挙げられています。

上記以外にも購入できないものがありますので、どうかなと思われたら、購入される前に事務室までご相談ください。

＊A4より小さい伝票（請求書、見積書、納品書）につきましては、裏紙でも差し支えありませんが、個人情報、日にち等が
記載されていないA４コピー用紙にのり付けのうえ、ご提出ください。

財務会計システムにご入力ください。
発注簿、請求書、見積書、納品書(検収所の検収印（青色）または検収担当者のサインと確認日が記入されたもの）を
各経費担当者にご提出ください。
（発注簿には、発注日、発注先（業者名）、案件番号等をご記入又はご入力ください。）

（請求書、見積書、納品書を1枚の裏紙に貼らないでください。のり付け方法は、「支払にかかる伝票（見積書・納品書・請求書等）
の提出方法」（平成24年5月18日通知）をご参照ください。)
＊請求書、見積書、納品書の日付については、必ず実際の日付を記入していただくよう、業者に依頼してください。
（日付のないものは、原則いったん返却させていただきます。）
（納品書については、納品の都度業者が持参する日付の入った納品書をご提出ください。）

年度をまたがっての処理など、不正防止の観点からも徹底させる必要があります。
なお、不正については、年々厳しくなってきており、判明した際には、研究費の返還、交付の取り消し等をを命ぜられる事態
もあります。

発注記録の記載事項

①発注日 ②発注者氏名

③納品場所 ④発注先（業者名）

⑤物品名・数量 ⑥予算科目（財源）

上記の内容が記載された発注記録を紙媒体で

5年間保管してください。

発注 納品 請求書等受領 伝票処理 伝票チェック 支払い

研究室 生物科学専攻事務室 北部構内共通事務部

科研費では購入できないもの（いろいろな用途に使えるもの、科研費以外でも使用可能なもの、研究機関で通常備えるべきものは購入できません）

エアコン、扇風機、ストーブ、冷蔵庫（研究用は除く）、衛星放送アンテナ、ビデオデッキ、プロジェクター、電気スタンド等家電製品、テレビ、書棚等

什器類、イス、万年筆、名刺、印鑑、名前入り封筒・用箋等、レコード・ＣＤ等音楽ソフト、白衣、ポット、ＦＡＸ、電話機、辞書・マニュアル（語学辞書、

電子辞書、パソコン等の操作マニュアル等）、各種学校授業料、資格取得のための申請料、学会年会費、フィルム（特殊なものは除く）、蛍光灯・グロウ

（特殊なものは除く）、空気清浄機、バッグ・ケース（パソコン用、カメラ用等）、便利グッズ（パソコンの液晶カバー等） など

監査で発注方法を質問された際、上記の方法は、認められていません。本来の発注方法は、下記のとおりです。

業者より見積書を徴収する → 財務会計システムに入力し、発注簿を作成する→発注記録に記載する内容を決定の上で、業

者に発注する →  納品書とともに物品が納品される（納品時の検収については、「検収の流れ（伝票で購入する場合）」を

ご参照ください。）

生協の伝票は、「購入者受取控」「見積書」「納品書」

「請求書」をご提出ください。

＊財務会計システムへの入力は不要です。



業者 研究室

☆検収所で検収を行う場合☆ 研究室に納品

業者 検収所

業者
研究室に納品

☆研究室で検収を行う場合☆

        購入者 検収担当者
　　　＊店舗での購入後、検収所に立ち寄り、検収を受けていただいても構いません。
　　　　　（その場合は、他の研究室の検収担当者の検収は、不要です。）
　　　注：店舗で直接購入した場合は、業者に「店頭購入」である旨を納品書に記載してもらってください。
　　　注：購入される方と検収をされる方は、違う方にしてください。

　　＜宅配等で届いた荷物の中に業者の納品書がなかった場合＞
  宅配業者 検収担当者 　　　荷物の送り状に検収担当者が検収のサイン、検収日を記入する。

　    後日届いた納品書に検収担当者が「宅配による受領　○月○日検収担当者氏名　検収済」と記入してください。

　　＜宅配等で届いた荷物の中に納品書がはいっていた場合＞
　　　納品書に検収担当者が「宅配による受領　検収のサイン、検収日」を記入してください。
　　　注：郵送またはメール便等で届いた場合は、納品書に「メーカー直送や郵便による受領　検収のサイン、日付」を
　　　　　記入してください。

　　　※2013年4月1日より昼休憩時間においても検収所の業務を実施することになりました。
　　検収所 　業者 検収担当者

＊同一研究室２名で検収を行う場合、研究代表者は、経費責任者であるため、検収は行えません。
　研究代表者以外の２名で検収を行ってください。

検収所の業務時間：平日　9：00〜17：15

検収の流れ（伝票で購入する場合）

購入した物品の内容が確認できた場合

検収所で納品書と購入した物品の確認（品名、規格、数
量）を行い、「検収印」を押す。

　　　購入した物品の内容が確認できなかった場合
業者が納品書と購入した物品をもって検収
所に行く。

　　　検収所での検収対象外の場合 　他の研究室の検収担当者

検収所がしまっていた場合

2017年6月1日　生物科学専攻事務室（経理担当）

受取のサインをする。（受取の
サインはなくても可。）

他の研究室の検収担当者が検収
を行い、日付とサインを納品書
に記入する。
他の研究室の検収担当者の検収
が難しい場合は、研究室内の検
収担当者２名が検収を行い、日
付とサインを納品書に記入す
る。

検収所で検収ができなかった場合は、検収所にて、「納品
先にて検収を受けてください」の印を押す。
＊検収所対象外の場合は、押印はありません。

直接、店舗で購入する場合

宅配便等で物品が届いた場合
平成25年度より外国送金で購入等したものについても、検収が必要になりました。

物品購入は、ＩＮＶＯＩＣＥに検収サイン、英文校閲は、校正原稿に検収サインを記入の上、

必要書類と合わせて、各経費担当者にご提出ください。

＜メーカー直送＞

＊メーカーから直接、研究室に納品された際、品

名、数量が確認できる書類が同封されている場合

は、品名、数量が確認できる書類に検収担当者が

検収を行い、日付とサインを記入する。後日、業

者から届く納品書には、「○月○日検収済」と記

入する。

＊メーカーから直接、研究室に納品された際、品

名、数量が確認できる書類が同封されていない場

合は、発注記録で品名、数量を確認し、送り状や

発送票に検収担当者が検収を行い、日付とサイン

を記入する。後日、業者から届く納品書には、

「○月○日検収済」と記入する。

＜合成ＤＮＡ＞

品名、数量が確認できる書類に検収所で検収印を

受けるよう、指導されています。「直送」された

ことを示すために「送り状」も含め、納品の際に

添付されていた書類をすべてご提出ください。

他の研究室の検収担当者が検収を行い、日付とサイ

ンを納品書に記入する。

他の研究室の検収担当者の検収が難しい場合は、研

究室内の検収担当者２名が検収を行い、日付とサイ

ンを納品書に記入する。

同封されている品名、数量が確認できる書類に他の研究室

の検収担当者が検収を行い、日付とサインをに記入する。

品名、数量が確認できる書類が同封されていない場合は、

発注記録によって品名、数量を確認し、「送り状」や「発

送票」に他の研究室の検収担当者が検収を行い、日付とサ

インをに記入する。

＊他の研究室の検収担当者の検収が難しい場合は、研究室内の検

収担当者２名が検収を行い、日付とサインを納品書に記入する。

他の研究室の検収担当者が検収を行い、日付と

受け取った時刻とサインを納品書に記入する。

他の研究室の検収担当者の検収が難しい場合は、

研究室内の検収担当者２名が検収を行い、日付

と受け取った時刻とサインを納品書に記入する。

（時間雇用の方は、勤務時間内しか検収をする

ことができません。なるべく教員・有期雇用の

研究員の方等に検収をしてもらってくださ

い。）

☆検収所対象外のもの☆

実験用動物、ガス類（液体窒素等）、アイソトープ、ドライアイス、請負（役務）、

検収所での取り扱いは、

・総額500万円未満の物品購入

・請負契約（印刷、クリーニング）



発注の手順

北部構内共通事務部にて、精査後、契約決議書及び発注書を発行します。

北部構内共通事務部にて、発注書をＦＡＸ等にて業者へ発注します。

契約決議書は、北部構内共通事務部にて保管し、発注書を専攻事務室に送付します。

発注書の写しを研究室（研究代表者）にお送りします。（本紙は専攻事務室・各経費担当者がお預かりします。）

業者より研究室に物品等が納品されます。

納品後、北部構内共通事務部・各経費担当部署に電話をし、検収を受けてください。
（検収の際に、北部構内共通事務部・各経費担当部署の方が納品書にサインをされますので、納品書をご用意ください。）
検収所にて検収をうけた場合（青色のスタンプ）は、北部構内共通事務部の検収は、不要です。

請求書が業者より届いたら、納品書、請求書を専攻事務室・各経費担当者までご提出ください。

こちらでお預かりしていた発注書、請求書、納品書を各経費担当者確認後、北部構内共通事務部に送付し、支払いの手続きをします。

1品または1件50万円以上の物品(備品、消耗品）・請負（修理、役務）の発注の流れ

注：100万円以上の場合は、他社見積書（1通）も徴取してください。

各経費担当者は、契約依頼書、見積書をもとに財務会計システムのデータを確認し、北部構内共通事務部に契約依頼書、
見積書を送付します。

契約依頼書、見積書を生物科学専攻事務室・各経費担当者にご提出ください。

業者より見積書を徴取してください。

見積書をもとに財務会計システムにご入力、契約依頼書を作成してください。

見積書

契約

依頼書

契約

決議書

発注書

納品書

請求書

1件500万円以上〜1000万円未満は、「公募型見積あわせ」

1000万円以上は、「一般競争入札」になります。

必要書類、発注の流れ等が異なりますので、各経費担当者にお尋ねください。

見積書

見積書 契約

依頼書

見積書 契約

依頼書

発注書

契約

決議書

発注書

業者に発注はしないでください。

納品書

納品書

請負（修理、役務）は、検収所対象外ですので、北部構内事務

部・各経費担当部署に電話をし、検収を受けてください。

発注書

専
攻
事
務
室

北
部
構
内
事
務
部

研
究
室

研
究
室





2.出張をする
【出張手続きの流れ】

国内：片平、海外：田中が出張内容等を精査し、旅行伺を作成のうえ、北部構内共通事務部
に送付します。

　　　　　　

国内出張 外国出張
＊出張メモ（または招へいメモ） ＊出張メモ（または招へいメモ）

＊日程表
＜新幹線・JR特急利用の場合＞ （旅行業者等が発行する渡航に係る行程を記した書類）

＊領収書やEXご利用票等（金額の確認できる書類） ＊航空運賃の見積書等の金額を確認できる書類
（すでに購入済の場合）

＜航空機利用の場合＞
＊見積書等(金額の確認できる書類) ＜新幹線・JR特急利用の場合＞
　または ＊領収書やEXご利用票等（金額の確認できる書類）

＊航空運賃の領収書 （すでに購入済の場合）

（すでにチケットを購入済の場合） ☆渡航情報（専攻事務室にて保管用）
＜航空機利用の場合＞ ＊eチケットお客様控（旧カバーチケット）
＊航空運賃の領収書 ＊航空券の半券（現に登場した行程が確認できる書類）

（出張前に提出済の場合は不要） 　※半券を紛失した場合は、搭乗証明書
＊航空機の半券 ＊航空運賃の領収書（出張前に提出済の場合は不要）

（半券を紛失した場合は、搭乗証明書） ＜新幹線・JR特急利用の場合＞
＜新幹線・JR特急利用の場合＞ ＊領収書やEXご利用票等（金額の確認できる書類）

＊領収書やEXご利用票等（金額の確認できる書類） （出張前に提出済の場合は不要）

（出張前に提出済の場合は不要）

注意事項

※旅費計算書が手元に届いてから変更を依頼されるケースが多発しており、旅費の支払い完了まで
大変、時間がかかっています。
日程等に変更が生じた場合は、出張終了後、速やかに国内：片平、海外：田中にご連絡くださいます
よう、お願いいたします。

※長期間不在になる場合は、特に経費の適正な執行に努めてください。

※現地において立替払をした運賃および雑費については、領収書や出張した国で使用されている運賃の
一覧表等、支払った金額を証明するものを添付してください。
(領収書やチケット類は紛失したり捨てたりしないで、必ず持って帰ってきてください。）

※パック旅行による旅費の支給の場合、パンフレット（写）等を添付し、宿泊費、航空運賃の内訳の
わかる領収書をご提出ください。

出張後

出張前に必要な書類を（国内：片平、海外：田中）にご提出ください。

北部構内共通事務部で旅費計算および決裁され、各経費担当者に送付されます。

日程、旅費計算書の金額等をご確認いただき、「旅行伺兼旅費（概算・精算）請求書兼報告書」の

各経費担当者より「旅行伺兼旅費（概算・精算）請求書兼報告書」等を出張者に送付します。
＊招へいの場合は、「招へい伺兼招へい旅費（概算・精算）請求書兼報告書」を
招へい責任者に送付します。

署名、確認日と金額を出張者本人がご記入いただき、クリアケースごと各経費担当者にご返却ください。
（日程の変更があった場合は、国内：片平、海外：田中にクリアケースごとお渡しいただ
き、日程変更になった旨をお伝えください。）

出張者の銀行口座に旅費が振り込まれるよう、手続きをさせていただきます。

＊日程変更や金額変更がある場合は、署名しないでください。　

【必要書類】（出張前の必要書類で不明な点等ありましたら、国内：片平、海外：田中までご確認ください。）

出張前

航空機を利用される方は、出張前に見積書等(金額を確認できる書類)または航空運賃の領収書をご提

出ください。（ご提出がないと北部構内共通事務部で旅費計算することができません。）

安全保障輸出管理の

チェック欄も忘れず、

ご記入ください。



3.謝金を支払う（研究補助）

【謝金の手続きの流れ】

勤務予定日の２週間前までに「事業実施伺書」「略歴書（研究補助）」「勤務表（予定）」

を作成していただき、各経費担当者にご提出ください。

勤務終了後、速やかに「謝金支給伺・完了報告書」「勤務表（報告）」を

作成し、勤務実施者のハンコを押印の上、各経費担当者にご提出ください。

専攻事務室および北部構内共通事務部にて確認、決裁、支払い手続き後、勤務実施者の銀行口座に振り込まれます。

（勤務月の翌月に振り込まれます。）

【必要書類】

注意事項

※2020年10月1日より学生謝金（研究補助謝金・資料整理謝金）は、原則、時間雇用教職員として雇用し
　厳格な勤務管理のもとで勤務していただくよう、通知がありました。
　雇用の手続きに関しましては、総務担当：肥後までお願いいたします。

(※2) 謝金と時間雇用教職員との期間が空いている場合であっても、その期間が１か月未満で社会通念上引き続いている
 とみなされる場合を含む

＊1ヶ月の勤務日数に係わらず、1ヶ月とカウントします。（1ヶ月の勤務日数が2日でも1ヶ月とカウントします。）
＊勤務は、原則土・日・祝日をはずしてください。

　（教務補佐員・TA・ＲＡをされている方に謝金を支出する場合は、1ヶ月目から所得税が徴取される場合があります。）

②雇用保険に該当する場合は、謝金の支給は、できません。
雇用保険に該当：週２０時間以上、且つ３１日以上の雇用の見込みがある場合。
＊勤務時間は、大学院生・大学生は、週20時間までです。（大学院生、学部生以外は、1日上限8時間です。）

③「事業実施伺書」提出時点で引き続き時間雇用教職員となる(※2)ことが分かっている場合、又は
　　時間雇用教職員として雇用されていた期間に引き続き謝金の支給を受けようとする場合は支給できません。

＊ 経費の違い、業務内容の文言の違いは、継続性の有無の判断基準とはなりません。

①長期的・継続的な場合は支給できません。（お一人、年間2ヶ月までとしてください。）　
(１) 連続して２ヶ月を超える場合は、時間数・学生かどうかを問わず、長期的・継続的とみなされるため、謝金の支給は、できません。

例）１１月～翌年１月にかけて、１２月～翌年２月にかけて等、年を越えて勤務が継続する場合も含みます。

(２) 上記(１)に該当しなくとも、継続性が認められる場合は支給できません。
例）４月５月、７月８月のように１ヶ月空けて繰り返す場合は恒常性を認めます。

「謝金」により支払いを受ける従事者は、時間雇用教職員とは異なり、京都大学での身分を持たず、業務上の

事故があった場合でも労災保険による補償がありません。

労働者保護の観点から、業務補助を依頼する必要が生じた場合は、まずは時間雇用教職員としての

雇用をご検討ください。

＜謝金の単価＞

大学院生等 時給 1,300円（上限）

上記以外の者 時給 1,100円（上限）

＜実施前＞

・事業実施伺書（様式6）

・略歴書（研究補助）

・勤務表（予定）

・銀行振込依頼書

（初めて謝金/旅費等が払い込まれる時に必要になります。）

銀行振込依頼書は、登録に時間がかかりますので、勤務前に

必ずご提出下さい。

＜実施後＞

・謝金支給伺・完了報告書（様式7）

・勤務表（報告）

マイナンバーをご提出いただ

くことになりました。給与掛

から収集キットが届きました

ら、 マイナンバーのコピーを

ご提出ください。

年間とは…前年12月〜11月になります。



3.謝金を支払う（専門的知識の提供）

【謝金の手続きの流れ】
＜実施者の口座に振り込む場合＞ ＜北部構内事務部で現金を用意してもらう場合＞

「講演のポスター（開催案内、プログラム等）」
「領収書（3種類）」（＊領収書は、メールにてご提出ください。）を
作成していただき、各経費担当者にご提出ください。

北部構内共通事務部にて現金を用意されます。
現金の用意ができ次第、実施責任者に連絡させて
いただきますので、「領収書（2枚目）」をご持参の上、
受け取りにお越しください。

「完了報告書」「領収書（3枚目）」を作成し、勤務実施者のハンコを
押印（または署名）の上、勤務終了後、速やかにご提出ください。

【必要書類】 【必要書類】

※旅費付き謝金で手続きされる場合は、上記の書類と合わせて、下記の書類もご提出ください。
＜実施前＞
・旅程（招へいメモ）…出発地・目的地の市町村名、宿泊の有無等を明記（旅行伺の様式を利用可能）
・航空運賃の見積書等の金額を確認できる書類（航空機利用の場合のみ）
＜実施後＞
・航空運賃の領収書、eチケットお客様控（旧カバーチケット）、半券（航空機利用の場合のみ）

速やかに各経費担当者にご提出ください。

専攻事務室および北部構内共通事務部にて確認、決裁、支払い
手続き後、勤務実施者の銀行口座に振り込まれます。
（勤務月の翌月に振り込まれます。）

講演予定日の１ヶ月前までに「事業実施伺書」
「謝金支給伺・完了報告書」「略歴書（講演・指導等）」

講演予定日の2週間前までに「事業実施伺書」
「略歴書（講演・指導等）」
「講演のポスター（開催案内、プログラム等）」
を作成していただき、各経費担当者にご提出ください。

「謝金支給伺・完了報告書」を作成し、勤務実施者
のハンコを押印（または署名）の上、勤務終了後、

＜謝金の単価＞

区分A（ノーベル賞等受賞者、役員） 時給 30,600円（上限）

区分B（教授・准教授クラス） 時給 18,400円（上限）

区分C（A,B以外） 時給 12,300円（上限）

＜実施前＞

・事業実施伺書（様式6）

・略歴書（講演・指導等）（様式5）

・講演のポスター（開催案内、プログラム等）

・銀行振込依頼書

（初めて謝金/旅費等が払い込まれる時に必要になり

ます。）

銀行振込依頼書は、登録に時間がかかります

ので、勤務前に必ずご提出下さい。

＜実施後＞

・完了報告書（様式8）

・領収書（3枚目）

＜実施前＞

・事業実施伺書（様式6）

・謝金支給伺・完了報告書（様式7）

・略歴書（講演・指導等）（様式5）

・講演のポスター（開催案内、プログラム等）

・領収書（3種類）＜領収書は、メールにてご提出ください。＞

＜実施後＞

・謝金支給伺・完了報告書（様式7）

＜現金受取時＞

・領収書（2枚目）

マイナンバーをご提出いただくこ

とになりました。

給与掛から収集キットが届きまし

たら、マイナンバーのコピーをご

提出ください。





4.立替払をする

【立替払の流れ】
研究代表者が物品購入代金等を業者等に支払い、商品、領収書等を受け取ります。

＜領収書を受け取った際の確認事項＞
　　　　　　　 　　重要　　　＊宛名は、研究代表者の氏名になっていますか？

　　　　　　（宛名が「京都大学」等のものは、不可です。）
　　　＊日付、金額、物品等の明細が記載されていますか？

商品、領収書を受け取ったら、検収所に立ち寄り、検収印を押印してもらうか検収担当者の検収を受けてください。
研究代表者が「立替払請求書」を作成し、立替払請求書、領収書等を各経費担当者にご提出ください。
　　　　　　　　　　　　　　　（提出期限は、下記の表を参照してください。）

各経費担当者が確認し、研究代表者等の銀行口座に振り込まれるよう、手続きをします。

☆物品の購入は、極力伝票（請求書、見積書、納品書）で支払いをするようにしてください。
☆コーナンやケーヨーD2等は、伝票（請求書、見積書、納品書）を発行してもらえないので、立替払で購入してください。

【必要書類と提出期限】

添付書類 提出期限

領収書 領収書の日付より１４日以内

領収書
（領収書が出ない場合は、代金の収納確認完了とともに
発せられる確認メールやホームページの支払い画面を印
刷したもので手続きし、後日、クレジットカード利用明
細書（本紙）をご提出ください。）

領収書の日付（代金の収納確認完了ととも
に発せられる確認メールの受領日やホーム
ページの支払い画面に記載された支払い
日）より１４日以内

クレジットカード利用明細書（本紙）、領収書
クレジットカード利用明細書の発行日から
１４日以内

領収書、「旅行伺兼旅費請求書」の写し（専攻事務室に
て用意します。）

帰学日（帰国日）から１４日以内

クレジットカード利用明細書（本紙）、領収書、「旅行
伺兼旅費請求書」の写し（専攻事務室にて用意しま
す。）

クレジットカード利用明細書の発行日と帰
国日の日付の遅い方から１４日以内

＜注意事項＞
＊領収書は、内訳が記載されているものを提出してください。内訳が記載されていない場合は、納品書等をあわせてご提出ください。

＊クレジットカードによる日本円での支払いの場合は、原則領収書は必要です。
領収書が発行されない場合は、代金の収納確認完了とともに発せられる確認メールやホームページの支払い画面を印刷したもので
支払い日から１４日以内にお手続きいただき、後日、クレジットカード明細書（本紙）をご提出ください。

＊クレジットカード利用明細書について、原則本紙をご提出ください。
　（立替払の手続きに関係ない個人情報等は、黒く塗りつぶしていただいても構いません。）

＊学会参加費の立て替えについて、郵便局や銀行から事前に学会参加費を振り込む場合は、払込明細書等で立替払の
手続きをしてください。（学会当日に発行される領収書での立替払は、極力さけてください。）

＊学会参加費については、領収書（払込明細書）等に加えて、学会の開催日時・料金がわかるものを添付してください。

＊出張時にレンタカー、フェリー等を利用する場合は、出張手続き時に「旅行伺兼旅費請求書」に記載してください。記載が
　ない場合は、後日立替請求をしていただいても支出できない場合があります。

＊クレジットカードによる支払いは、一括払い（手数料を課金されない形）しか認められません。分割払い、リボルビング払い
　等は、認められません。

＊10万円を超える立替払、本学教職員以外の立替払（院生、名誉教授、他大学の教員等）については、事前に「立替払承認申請
　書」を提出し、承認を得る必要があります。承認がとれるまでは、お支払いいただくことはできません。

＜高速道路料金の立替払について＞
【現金払い、クレジットカード払い（ＥＴＣカード除く）の場合】　立替払を行った日から１４日以内に立替払請求を行ってください。
　　立替払請求時の必要書類：立替払請求書、料金所で受領した領収書（クレジットカード払いの場合は、利用証明書）

後日、クレジットカード利用明細書（本紙）をご提出ください。

【ＥＴＣカード払いの場合】　クレジットカード利用明細書の発行日から１４日以内に立替払請求を行ってください。
　　立替払請求時の必要書類：立替払請求書、クレジットカード利用明細書、ＥＴＣ利用証明書（利用区間、日時等を確認するため）

外国出張中のクレジットカード（外
貨）による立替払

区分

現金（日本円）による立替払

クレジットカードによる立替払
（日本円）

クレジットカードによる立替払
（外貨）

外国出張中の現金（外貨）による立
替払

検収については、別紙「検収の流

れ（立替払で購入する場合）」を

ご参照ください。

領収書に品名等の明細が記載さ

れていない場合は、内訳がわか

るもの（納品書等）に検収を受

けてください。

重要



☆検収所で検収を行う場合☆
購入者 　　　　　　　　店舗

購入者が店舗に行き、商品を購入する。　

☆研究室で検収を行う場合☆
購入者 　　　　　　　　店舗

購入者が店舗に行き、商品を購入する。　

　
　

検収の流れ（立替払で購入する場合）

           　　　  検収所

商品と領収書（またはレシート）を受け
取ってくる。

購入者が領収書（レシート）と購入した物品
を持って、検収所に立ち寄り、領収書に「検
収印」を押印してもらう。

他の研究室の検収担当者

商品と領収書（またはレシート）を受け
取ってくる。

他の研究室の検収担当者が検収を行い、日付
とサインを領収書に記入する。他の研究室の
検収担当者の検収が難しい場合は、研究室内
の検収担当者２名が検収を行い、日付とサイ
ンを領収書に記入する。

商 品

商 品

物品受領後、１４日以内に検収所または他の研究室の検収担当者（同一研究室の場合は、

検収担当者2名）の検収を受けてください。

休日や時間外など検収担当者が不在中に購入し、購入した物品を使用する場合は、使用前の物品の

パッケージ等（品名・数量等が確認できるもの）の写真を撮影し、後日、検収所または他の研究室

の検収担当者（同一研究室の場合は、検収担当者2名）の検収を受けてください。

出張中に購入した物品についても、検収の対象となります。出張終了後、14日以内に検収所

または他の研究室の検収担当者（同一研究室の場合は、検収担当者2名）の検収を受けてください。

出張中に消費してしまう物品については、使用前の物品のパッケージ等（品名・数量等が確認でき

るもの）の写真を撮影し、後日、検収所または他の研究室の検収担当者（同一研究室の場合は、検

収担当者2名）の検収を受けてください。

＊使用前の物品を写真撮影する際は、購入した日付入りの領収書など、日付が確認できる

書類と購入物品を合わせて撮影してください。

＊領収書（またはレシート）の記載内容だけでは、品名等が不明な場合は、品名、数量、公私

混同を誤認される可能性がある場合には用途、総額のみのレシートの場合は内訳金額を

領収書（またはレシート）の余白に追記するか、別紙として書類を作成するか、立替払請求書

の但し書きに記載願います。

＊領収書に品名等の記載がなく、納品書に品名等の記載がある場合は、納品書に検収サイン

をご記入ください。

＜検収の対象となるもの＞

＊消耗品

＊書籍（電子書籍を含む）

＊ソフトウェア（ライセンス含む）

＊飲食物（ペットボトルやお茶菓子等）

※会議等で飲食物の提供を受ける場合は、サービスの提供を受ける役務となるため、検収の対象外

＊学会誌（要旨集、論文集、概要集等）、研修テキスト、論文別刷り
＜検収を行わないもの＞

＊燃料（ガソリン等）

＊郵便料金、宅配料金

＊使用料、貸借料（レンタカーを含む）

＊論文投稿、論文校正

＊印刷（コピー代を含む）

＊修理

＊電話代、インターネット代

＊光熱水料

＊交通費（タクシー代、駐車場代、高速道路利用料等）

＊諸会費（学会参加費、年会費等）

＊受講料、入場料

＊手数料

＊健康診断料

＊税金、収入印紙

※但し、収入印紙を在庫として保管するために購入する場合は、検収が必要

＜代金支払後、物品が届くまで時間がかかるものについて（Amazonマーケットプレイス等）＞

領収書、立替払請求書を各経費担当者にご提出ください。

↓

立替払をされた方（請求者）の口座に購入した物品の代金が本学から振り込まれます。

↓

支払い処理後、支払い担当掛より「支払処理済」と書かれた領収書の写しが届きます。

↓

購入した物品が届いたら、「支払処理済」と書かれた領収書の写しに検収所または他の研究室の検収

担当者（同一研究室の場合は、検収担当者2名）の検収を受けてください。

↓

検収が済まれましたら、「支払処理済」と書かれた領収書の写しを各経費担当者にご返却ください。



5.外国送金をする

【外国送金の流れ】
海外の業者よりINVOICE等が届きます。

外国送金依頼書を作成してください。

外国送金依頼書、検収サインが入ったINVOICE等を各経費担当者にご提出ください。

送金完了後、事務本部より邦貨額確定の書類が届きます。
届き次第、研究代表者に確定金額をお知らせいたします。

【外国送金の流れ】
海外の業者よりINVOICE等が届きます。

外国送金依頼書を作成してください。
学内レートで日本円を算出し、財務会計システムに入力し、発注簿を作成してください。

外国送金依頼書、検収サインが入ったINVOICE、発注簿等を各経費担当者にご提出ください。

送金完了後、財務会計システムに送金額が反映されますので、各自ご確認ください。

＊送金のタイミングにより日本円の送金額は変動する場合があります。

【必要書類】

＜検収サインについて＞
＊前払いの場合…INVOICEにINVOICEの受領日でサイン（他の研究室１名または同一研究室２名）をお願いいたします。
　　　　　　　　商品等到着後、納品されたことがわかるものに検収サイン（他の研究室１名または同一研究室２名）を
　　　　　　　　ご記入のうえ、各経費担当者にご提出ください。

＊後払いの場合…INVOICEに検収サイン（他の研究室１名または同一研究室２名）をご記入ください。

※2020年9月より小切手での外国送金が行えなくなりました。
　電信送金またはクレジットカードによる立替払にてお手続きくださいますよう、お願いいたします。
　（クレジットカードによる立替払で立替金額が10万円を超える場合は、事前に「立替払承認申請書」をご提出いただき、
　　承認を得ていただく必要があります。）

・外国送金依頼書

・INVOICE（検収サインが入ったもの）

＜科研費以外の経費の場合＞

・発注簿

＜英文校閲の場合＞

英文校閲の原稿（タイトルが記載されているページ、

添削されたことがわかるページ）

＜論文別刷りの購入の場合＞

論文別刷り 1部

＊北部構内事務部での確認完了後、返却させていただ

きます。

＜論文投稿料の場合＞

投稿した論文の原稿（タイトル、謝辞が記載されている

ページ等）

科
研
費

科
研
費
以
外

前払い：INVOICEの発行月の学内レート

後払い：納品月の学内レート

をご使用ください。

学内レートは、「京都大学 教職員ポータル」

の右上にある「製品内を検索」欄に

「学内レート」とご入力いただければ

月ごとの学内レートが確認できます。


