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機械装置購入のための経理処理 

～令和元年度補正 ものづくり補助金の場合～ 
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1. 注意点を確認する 

補助事業の各種事務の手引きには、必ず対象となる費目に関する詳細な説明が記載されています。 
まずは費目の規定を確認しましょう。 

今回購入するのは最新型、つまり新品の 110
万円（税込。税抜きで 100 万円）の機械です。 

この条件で該当する記述を確認しましょう。 

まず、今回購入する機械の経費の区分は「機

械装置・システム構築費」です。 

ですが、経理処理に必要な情報は P27 の説明

には記載されていないようですので、他のペー

ジを探します。このように「手引き」では必ずしも

1 箇所にすべての情報は掲載されておらず、複

数のページを探す必要があります。さらに、別

ファイルに詳細情報が掲載されていることも

多々あります。 

ページを遡るといくつか注意事項が確認できます。 

（手引き P4 より） 

（２）メーカーからは必ず見積書・受注書・契約書等を受領してください。 

 
（手引き P18 より） 

ア．補助対象物件受払簿を整備する。 

イ．購入物件ごとの納品前後の写真及び送付伝票の写真を撮る。 

ウ．補助対象物件及び付属品に「Ｒ１ もの補助」の表示を行う。 

補助事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備してください。また、機械装置

等は、納品前（据付前）と納品後（据付後）の写真を撮っておいてください。他の機械装置等に組み込まれる場合は、その状況

がわかるように写真を撮っておいてください。 

いくつか準備しなくてはいけない書類、写真があることがわかります。 

また、本事業、実は「（交付申請手続きの段階で）単価５０万円（税抜き）以上の物件等については原則と

して２社以上から同一条件による見積をとることが必要です。」と明記されています（公募要領 P14）。つ
まり、今回の「税抜き 100 万円の機械装置を購入」にあたっては上記に加えて複数の見積書が必要にな

ります。 

では、次に、経費書類のまとめ方を確認します。  

ものづくり補助金 補助事業の手引き（以下、「手引き」）P27 
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2. どのようにまとめるのかを確認する 

まず、管理すべき証憑を確認します。 

（手引き P17 より） 

（２）経理証拠書類の整理・保管について 

伝票類は、補助事業に係ったものだけを抽出し、機械装置・システム構築費等の種別（費目別）・物件別に時系列に整理・保

管してください。また、補助事業の経理書類には、「Ｒ１ もの補助」表示と費目別支出明細書に記載する管理 No.を付けてくだ

さい。 

経理証拠書類としては、見積依頼書又は「仕様書」の写しの他、見積書、注文書、受注書、契約書、納品書、請求書、銀行振

込依頼書（領収書）等を整備、保管してください。 

また、各種元帳＜参考様式 12＞を整備してください。 

補助事業終了後の確定検査の際、経理証拠書類の原本が確認できない場合は補助対象とならない場合があります。不備・滞

りのないよう証拠書類を整備してください。 

また、経理証拠書類の整備、保管の期間は交付規程第９条第２項に基づき５年となります。補助事業終了後の５年間は適切

に保管してください。 

次に、証憑のまとめ方を確認します。ほとんど

の場合、事務の手引きに図示されています

が、ものづくり補助金の場合は経費に関する

説明が別ファイルで提示されています（記載例

集「経費証拠書類等の整理方法」）。見出しな

どの記載、管理番号の振り方と記載位置…そ

のルールは非常に細かいので、慣れるまでは

いつでも参照できるように手元に置いておきま

しょう。 

さて、右の「経費証拠書類等の整理方法」、1
～3 の図の「管理 No.」とは何の順番か、おわ

かりでしょうか。補助金は支払いが終わったも

ののみが補助の対象となります。管理番号は

そのために付与されますので、その順番は

「支払い順」となります。 

ある品目（物件）を購入した場合にまとめる証

憑は「３．時系列での整理」を参照します。 

では、実際に「100 万円（税抜き）の機械を買

う」場合の証憑の整理をしてみましょう。 

ものづくり補助金では、それぞれの費目に関

する必要な証憑の説明は前出のとおり別ファ

ものづくり補助金 記載例集「経費証拠書類等の整理方法」 
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イルで用意されています（記載例集）ので、以下に本事業の機械装置購入にあたって必要な提出書類の

説明を書き出してみます。 

（記載例集 R1_1.機械装置・システム構築費 P1 より） 

＜提出書類＞ 

□ 費目別支出明細書 

□ 見積依頼書（単価 50 万円(税抜き)以上の場合） 

参考様式 3 又は、「物件等の仕様を確認できる書面」 

□ 見積書／注文書／契約書／納品書（検収印）／請求書／銀行振込依頼書（領収書） 

※ 機械装置名等を明記（専門的な商品名等でなく、できる限り一般的にわかる名称を記載） 

※ メーカーに進捗状況を確認するなど、事業完了期限を見据えて事業を実施してください。 

□ 補助対象物件受払簿 参考様式 1 

※ 機械装置を製作する部品の場合 

□ 写真（納品時前後・組込等の設置時及び送付伝票） 

※ 商品カタログや写真の添付が困難な場合は、説明資料を添付 

太字の箇所が「物件毎」にまとめる証憑です（「費目別明細表」は費目毎に作成します）。 

補助事業では「時系列に整理」しますので、上のものを時系列で並べると下のようになります。 

(1) 見積依頼書 
(2) 見積書 
(3) 注文書/契約書 
(4) 納品書（検収印） 
(5) 請求書 
(6) 銀行振込依頼書（領収書） 
(7) 補助対象物件受払簿（部品の場合） 
(8) 各種写真 

規定の書式が指定されているものは、もちろん、それを使用しなくてはいけませんが、証憑の中には、特

に指定はないものの参考様式としてサンプルの書式が提供されているものもあります。その場合、従来

御社でご使用の書式があれば、内容を網羅していればそのまま使用して構いません。 

それでは、次ページより発注から支払いまでの各場面での証憑の内容を見ていきましょう。 

各証憑を確認する前に 
これから各証憑に関して内容を確認していきますが、重要なことのひとつは「同じ管理番号のデータは、各証憑の

内容が互いに一致すること」です。通常の取引では、分かれば良い、間違えていなければ良い、など、細かな記載

の仕方をそれほど注意する必要はありませんが、補助金の経費を審査するのは御社ではない、補助金事務局の

担当者。同じ管理番号の各証憑に記載されている品名や商品番号、金額や個数が一致することで、「正しさ」を判

断するためです。 
また、もう一つ重要なのは再三になりますが、「時系列」。見積依頼から支払いまで、この順に日付が記載されてい

なくてはなりません。取引先の書面を確認する場合は、そのようなミスがないことも要注意です。 
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3. 手順に従って発注する 

3.1. 見積依頼書 
税抜き単価 50 万円以上の機械の場合は、見

積依頼書が必要です。本事業では参考様式が

用意されており、記載例も「機械装置・システム

構築費」の記載例集にあります。一部、内容を

見てみましょう。 

【件名】 
本事業は、「令和元年度補正ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進補助金にかかる業務

や物件の発注件名を付して依頼してください。」

と注意書きがありますが、他の補助金の場合

も、「●●年度●●補助金」と事業名を記載し

ておくとわかりやすいでしょう。 

【仕様】 
市販品であればカタログ添付でもかまいませ

ん。 

【要件】 
加工や取扱の方法など、細かな条件があれば

記載します。 

 
3.2. 見積書 
見積書は必ず見積依頼書の「提出締切日」以前に提出していただきましょう。 

見積書に記載の品名は、品番や商品名だけではなく一般的な名称も入れていただいてください。 
×MNV30（A 社製） ⇒ ○マシニングセンター MNV30（A 社製） 

ものづくり補助金では、「交付申請手続き」の時点で「単価５０万円（税抜き）以上の物件等については原

則として２社以上から同一条件による見積をとることが必要」と指示されていますが、多くの補助金の場

合も一定の金額（概ね、税抜き 50 万円）で相見積もりが必要になります。 

相見積もりでの注意点 
見積書の内容が、仕様通り（仕様書があれば、そこに記載の内容通り）の機械装置であることはもちろ

ん、複数の見積書がいずれも同じ内容であることを確認してください。実際の品物やサービスが同じもの

であっても、一方が「●●機械一式」、もう一方が「●●機械」と「設置費」など、異なる内容での相見積も

りは、補助金事務局で同一品目の見積もりとみなされない場合があります。 

  

参考様式３ 「見積書提出のお願い」 
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3.3. 発注書、契約書 
日ごろ口頭での発注が多い場合でも、書面に

書き起こして発注しましょう。 

本事業では、採択者向けに注文書のサンプ

ルが「参考様式」として提示されています。こ

のように、品名、数量、単価を取引先からの

見積書通り記載して発注します。仮に、見積

書に「●●機械」と「設置費」が品名として記

載されていた場合、「●●機械一式」などとせ

ず、見積書通りに「●●機械」「設置費」と記

載したほうが良いでしょう。 

尚、本事業では機械装置を購入する場合、

「購入先からの受注書（納期の明記のあるも

の）」が求められています。 

しかし、これは、手引きの「経理証拠書類の

整理・保管について」に記載されているもの

の、「記載例集」にも明記はありません。おそ

らく「契約書」がこれと想定されますが、明確

な説明はありません。 

唯一、機械装置を購入時に受注書が必要と

明記されているのが、なんと、参考様式「5_
注文書」なのです。 

このように、小さな情報が後々重要になることもありますので、事前に隅々まで「舐めるように読むこと」が

重要です。 

 

  

参考様式「5_注文書」 
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4. 納品後の対応 

4.1. 納品書及び検収印 
多くの補助事業では納品書と検収日、検収担当者の記載が求められます。 

検収印に関しては、日付入りの検収印をお持ちでない場合、担当者のサインや三文判に検収日として日

付を手書きで付記するだけでも構いません。 

発注物が納品されたら、内容が発注書と相違ないことを確認し、記録として納品書に残しましょう。 

尚、この場合も「発注書」と同一の内容を納品書に記載していただくよう、予め取引先にお願いしましょう。 

 

4.2. 機械装置等の写真等 

（手引き P18 より）※再掲 

ア．補助対象物件受払簿を整備する。 

イ．購入物件ごとの納品前後の写真及び送付伝票の写真を撮る。 

ウ．補助対象物件及び付属品に「Ｒ１ もの補助」の表示を行う。 

補助事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作って整備してください。また、機械装置

等は、納品前（据付前）と納品後（据付後）の写真を撮っておいてください。他の機械装置等に組み込まれる場合は、その状況

がわかるように写真を撮っておいてください。 

この項目ではまず、3 種の指示がありますので一つずつ見ていきましょう。 

ア. 補助対象物件受払簿 

「部品として」機械装置を購入した際に必要な

書類で、参考様式が用意されています。 

管理番号毎に作成し、部品が納入された際に

日付と個数を「入庫量」へ、それを使用した際

にその日付と個数を「出庫量」へ記載します。 

 

イ. 納品前後の写真及び送付伝票の写真 

補助金によって要求される写真の「場面」の数は様々ですが、今やデジタルの時代ですので「たくさんとっ

て必要なものだけ使う」という方法をおすすめします。 

本事業の場合は、まずは「送付伝票」。そして、「設置場所（設置前、設置後）」「梱包状態」「開梱後」「ひと

つひとつの物品（「ねじ」などは、ある程度並べてまとめ撮り）」「（部品の場合）中に組み込まれている状

態」「[以下の「ウ.」の]表示をつけた状態」を撮影しておくと、「この写真がほしい」となったときに概ね対応

できるでしょう。 

参考様式１ 「補助対象物件受払簿」 
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ウ. 「Ｒ１ もの補助」の表示 

これは厳密な規定はありませんが、表示例を

見ると、ある程度の文字数が必要ですので、

保管期間や貼付強度を考えると、ラベルプリ

ンターなどで作成すると良いでしょう。ラベル

には、手引きの表示例のように管理番号を記

載すると良いでしょう。 

 取得財産等管理台帳 

これは指定様式があります。 

原則的に 1 行 1 物件、証憑と同じ内容を記載します。 

• 財産名：品名 
• 数量：複数のものであっても「一式」など、ひとつとして扱っている場合は「1」とします。 
• 単価（税抜き）：たとえば「部品 10 個入りで 1 箱 3000 円を 4 箱購入」で、数量を「4」と数えるなら、1

単位は 1 箱となり、3000 円が単価です。 
• 金額（税抜き）：合計税抜き金額 
• 取得年月日：納品書に記載した検収日 
• 保管場所：本社、など保管場所 
• 備考：特に指示はありませんが、本書式に記載するものが複数ある場合は、「機-1」など管理番号を

つけておくとわかりやすいでしょう。 
• 類型・種類：機械装置等の活用分野として、ロボット、情報家電、自動車、医療・バイオ、産業機械、

環境・エネルギー、航空宇宙、半導体、構造物、光学機器、鉄鋼、衣料生活資材、印刷情報記録、食

料品、化学工業、その他、の１６項目から選択して記入します。 

  

手引き P18 表示例 

様式第７ 取得財産等管理台帳 
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5. 請求書と支払い 

5.1. 請求書 
請求書も必ずいただいてください。その際、「見積書」と同一の内容を請求していただきましょう。 
機械装置などのモノでは、納品書とセットになって請求書がついてくる場合もありますので、それを保管し

ましょう。 
 
請求書での注意点 
通常の取引においては、よく、端数を切り捨てて、「1,102,057 円のところ、2,057 円を値引きして 110 万

円に」というケースが発生することがあります。 
しかし、補助金においては「見積書通りに請求」が基本ですので、見積書に 2,057 円の値引きが記載され

ていない場合、説明が煩雑です。ですので（ちょっとおかしな話ですが…）「端数はいいですよ」ということ

であれば、見積書の段階から「値引き分」を明記していただくと良いでしょう。 
 
5.2. 銀行振込（明細）受領書または領収書 

補助金事業の経費は原則として銀行振込です。 

（手引き P15 より） 

（２）代金の支払等に係る注意事項について 

（中略） 

②支払は、銀行振込の実績で確認いたします。 

振込後、取引先が領収書を発行することもありますが、証憑として使用されるのは「銀行振込の実績」と

なりますので、振込の際の明細や受領書は必ず保管しましょう。インターネットバンキングで支払いをした

場合は取引履歴などの記録を保管しましょう。 

ものづくり補助金では、一部、クレジットカードや現金での取引も認められていますが、必ず事前に事務局

に相談しましょう。 
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6. 月ごとの管理 

証憑は、発生毎に細かな記述の確認をすることが

理想ですが、全体の管理は、本来の補助金事業に

影響が出かねないため、月毎に確認するくらいが

良いでしょう。 

証憑の種類は多岐にわたり、慣れるまでは不足書

類に気づかないこともあるため、以下にそれを避け

る手法をご紹介します。 

各補助金では経費を細かく管理するためのエクセ

ル書式が用意されています。今回サンプルとしたも

のづくり補助金にも右のような「費目別支出明細

書」という書式があります。 

これは報告書提出の際に添付するものですので、

経費の管理には今ひとつ使い勝手がよくありません。というのは、前出のとおり補助金は「支払い」が発生

してから管理番号が付けられる一方、証憑そのものは見積を依頼するところから発生しているからです。 

そのため、少しアレンジして、下の黄色の項目のように実際の発注フローに即して項目を追加し、物件毎

に一元管理できるようにすると便利です。 

 

管理番号は支払いが発生してからつけますので、例えば、証憑の内容を上記のような管理表に書き込

み、月ごとに支払日でソートして順番に管理番号を入れれば、万事 OK、ということです。 

尚、こういった明細表をそのまま使うのは他にも利点があるからです。こういったファイルには、たいてい、

合計金額欄が下方についていたり、費目別にまとめた表が別シートについていたりしており、個別物件を

記入すると合計金額が自動計算される仕組みになっているためです。 

提供される書式を活用することで、補助金事業の経費の進捗が随時確認できる、ということです。 

 

  

事業者名：

見積依頼 見積受領 発注 受領書 納品 検収 請求書
支払先 内容および仕様等詳細 数量 単位 単価 補助事業に

要した経費
補助対象経費

設置前 梱包 開梱 設置 伝票 年 月 日 (      ) （税込み） （税抜き）

2020/7/1 2020/7/5 2020/7/6 2020/7/6 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/30 ○ ○ ○ 未 ○ 20 9 15 ○×工業株式会社 ●●機械 1 台 1,000,000 1,100,000 1,000,000

機械装置・システム構築費

管
理
No.

支払
写真

費目別支出明細書 
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経費計上の際の注意点 
国や自治体が行う補助金の経費では、通常、消費税は補助対象外です。 
（手引き P15～16 より） 

（５）以下の経費は補助対象となりません。 

（中略） 

⑫公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という）等） 

税込み 110 万円のものは、10％の税を引いた 100 万円が補助対象経費として計上可能ということです。 

そのため、例えば上記において、10 万円の値引きが発生した場合、税抜き本体価格から値引きであれ

ば、「税抜き本体価格-値引額＝900,000 円」が補助対象となります。 

一方、税込み合計 110 万円から 10 万円値引きされている場合、値引額の内訳も本体：消費税＝10：1
となる必要がありますので、割引額は本体：909,091 円、消費税：90,909 円となり、補助対象額は

「909,091 円」となります。 

同じ「値引き」でも、何が値引かれているか（どこに値引額が記載されているか）で計算が変わりますの

で、注意しましょう。 
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…いろいろやってはみたけれど、採択後の事務作業がどうしても手に負えない…という場合には、 

 

株式会社アライブ ビジネスでは、「採択補助金事業の管理支援サービス」を行っております。 

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 

メールでのお問い合わせは 
「メールフォーム」から⇒ 

電話でのお問い合わせは 
「15 分間電話戦略会議」から⇒ 

 


