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１. 総則 

本資料は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「甲」という。）が契約相手

方（以下、「乙」という。）に発注する「2019年 10月～2022年 9月 資産管理支援業務」

(以下、「本業務」という。）の調達仕様書に規定する適用文書として、乙への作業要求を

まとめたものである。 

 

２. 適用文書等 

調達仕様書（JX-PSPC-511999）３．による。 

 

３. 資産管理支援業務の実施方法等 

 

 資産管理支援業務の実施方法 

調達仕様書「JX-PSPC-511999 2019 年 10 月～2022 年 9 月 資産管理支援業務」に規

定する要求作業を円滑、確実、効果的に実施するために、計画立案、進捗状況の確認等に

ついて、甲の検査員に対して十分な報告、調整を行うことにより円滑な意志疎通を図りつ

つ、本業務を実施すること。 

 

 資産管理支援業務の内容 

４．作業要求（次頁以降）を満足すること。 

なお、各システムへ入力したデータの正確性を担保すること。 

 

 

  



 

 

 

 

４. 作業要求 

 

 事務手続に関する問合せ対応（各項目で詳細を定めるものを除く） 

本業務に係る各個別手続きに関連する原局からの問い合わせに対し、対応を行うこと。

（システム操作に関する内容は除く） 

 

 会計検査、監事監査、内部監査、会計監査人監査等の対応支援 

会計検査、監事監査、内部監査、会計監査人監査、補助金の額の確定調査、その他受託等

外部資金に関する監査において提出を求められる資産に関する資料について、財務会計シ

ステム及び資産管理システムからの必要な元データ出力、処理、データ提供を行うこと。 

資産の現物確認等が必要な場合、原局からの問い合わせ対応、検査・監査先からのヒアリ

ング等に係る支援を行うこと。 

なお、各事業所における検査・監査に関しては、必ずしも当該事業所で支援をする必要は

なく、作業の実施場所は指定しない。 

なお、当該検査・監査に係る年間総実施日数は 60 日程度であるが、資産管理に関する検

査・監査は全体のうちごく一部である。 

 

 会議等への対応 

   以下の会議等に参加し、対応を行うこと。なお、テレビ会議での出席が可能であるため出

席場所は指定しない。 

① 財務部管財ＷＧ（資産管理支援業務に関する会議、原則月１回で 1回当たり２時間開催

を予定）に出席して、必要に応じて発言すること。 

② 財務部決算説明会（２月に１回開催予定。1回当たり２時間程度）に出席して、決算作

業に備えること。 

③ 棚卸説明会（11 月に１回開催予定。１回当たり４時間程度）に出席して、受付作業等

を補助すること。 

 

 契約による資産取得に伴う対応 

 未払い金等の契約に関する入力 

 契約伝票一式の受領、確認 

① 契約伝票一式を受け取った際に、証拠書類の不備、検収日の未入力等があった場合、

契約担当との調整を行うこと。 

② 少額契約についても、同様に未入力等があった場合、原局との調整を行うこと。 

 

 資産分類の確認 

予算実施請求書、仕様書の内容を踏まえ、資産分類や耐用年数を確認すること。書面上

では確認ができない場合、必要に応じて、要求元、納入業者への問い合わせ、現物確認等

を行うこと。 

 

 振替兼支払伝票の起票 

上記４．４．１．１、４．４．１．２の情報を踏まえ、財務会計システムに必要事項

を入力したうえで振替兼支払伝票の起票を行い、振替兼支払伝票および証拠書類一式

の決裁回付を行うこと。 

 

 リースに関する状況調査支援、リース会計処理に伴う振替 

① リースに関する支払いが発生した際、都度証拠書類を確認すること。 

② １契約が３００万円以上のファイナンス、オペレーティングリースに関する支払

いデータをＰＤＦ化すること。 



 

 

 

 

③ リース会計処理に伴う振替について、リース債務管理情報を元に、財務会計システ

ムに必要事項を入力したうえで振替兼支払伝票の起票を行うこと。 

 

 取得に伴う情報整理 

 前払金等の情報整理 

筑波宇宙センターで処理する前払金（未成受託業務支出金／物品に関わるもの）に関

して、甲が指定する様式に前払情報を記載し、更新すること。 

 

 建設仮勘定、工業所有権仮勘定、ソフトウェア仮勘定の情報整理 

作成中の資産について完成品名称、完成時期等必要な情報を収集すること。収集した

情報は該当する資産の備考欄に記載すること。 

 

 資産情報の登録 

 資産マスタ登録 

証拠書類の確認及びシステム登録に必要な情報の原局へのヒアリングを行い、その

情報を踏まえ、財務会計システムに必要事項を入力するなどしたうえで資産マスタ登

録を行うこと。 

 

 資産取得 

証拠書類の確認及びシステム登録に必要な情報の原局へのヒアリングを行い、その

情報を踏まえ、財務会計システムに必要事項を入力するなどしたうえで資産取得登録

（構成品情報含む）を行うこと。その際、当該資産がどの勘定科目（機械装置、工具等）

に該当し、どの耐用年数を適用するのか等の判断を行うこと。 

 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 

 

 資産番号等の通知 

①資産管理票の作成を行うこと。様式は甲が用意する。 

②作成した資産管理票を原局に送付し、当該資産への貼付依頼を行うこと。 

 

 リース債務管理情報の登録 

リース資産の登録情報に基づき、財務会計システムのリース債務管理情報の登録を行

うこと。 

 

 資産除去債務情報の管理 

甲が指定する様式に従い、資産除去債務情報の管理を行うこと。 

 

  



 

 

 

 

 契約を伴わない資産取得に伴う対応 

 資産情報の登録 

 資産取得に関する問い合わせ対応 

資産取得に関する手続き、取得時の資産評価等、原局からの問い合わせ対応を行うこと。 

 

 資産取得報告書の受付、確認 

原局から提出された資産取得報告書、添付書類の不備等の確認を行うこと。 

 

 資産分類の確認 

資産取得報告書の情報を踏まえ資産分類を確認すること。必要に応じて、要求元、取得

元への問い合わせ、実地調査等を行うこと。 

 

 資産マスタ登録 

証拠書類の確認及びシステム登録に必要な情報の原局へのヒアリングを行い、その情

報を踏まえ、財務会計システムに必要事項を入力するなどしたうえで資産マスタ登録を

行うこと。 

 

 資産取得 

証拠書類の確認及びシステム登録に必要な情報の原局へのヒアリングを行い、その情

報を踏まえ、財務会計システムに必要事項を入力するなどしたうえで資産取得登録（構成

品情報含む）を行うこと。 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 

 

 資産番号等の通知 

①資産管理票の作成を行うこと。様式は甲が用意する。 

②作成した資産管理票を原局に送付し、当該資産への貼付依頼を行うこと。 

 



 

 

 

 

 資産の貸付・支給・寄託に伴う対応 

 資産情報の登録 

 資産の貸付・支給・寄託に関する問い合わせ対応 

資産の貸付・支給・寄託に関する手続き等、原局からの問い合わせ対応を行うこと。 

 

 資産異動申請情報の確認、修正依頼 

① 原局が資産管理システムで申請した資産異動申請情報について、申請内容に不備

等がないかの確認を行うこと。 

② 申請内容に不備がある場合は、申請者に対し不備内容を連絡するとともに内容の

ヒアリングを行い、必要であれば再申請の依頼を行うこと。 

 

 受領情報の確認 

資産管理システムに登録されている受領情報を確認すること。内容に不備等ある場合

は、登録者と調整し、登録情報の修正依頼を行うこと。 

 

 資産マスタ修正 

申請情報及び上記４．６．１．１～４．６．１．３の調整結果を踏まえ、財務会計シス

テムに必要事項を入力するなどしたうえで資産マスタ変更登録（構成品情報含む）を行う

こと。 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 

 

  



 

 

 

 

 資産の除却（売却含む）、振替、貯蔵品の使用報告に伴う対応 

（４．８で定めるものを除く） 

 資産情報の登録 

 資産の除却（売却含む）、振替、貯蔵品の使用報告に関する問い合わせ対

応 

資産の除却（売却含む）、振替、貯蔵品の使用報告に関する手続き等、原局からの問い

合わせ対応を行うこと。 

（貯蔵品に関しては、ロケット・人工衛星等搭載実績調査を含む） 

 

 申請情報の確認、修正依頼 

① 原局が資産管理システムで申請した情報について、申請内容に不備等がないかの

確認を行うこと。 

② 申請内容に不備がある場合は、申請者に対し不備内容を連絡するとともに内容の

ヒアリングを行い、必要であれば再申請の依頼を行うこと。 

 

 資産マスタ登録 

申請情報及び上記４．７．１．１、４．７．１．２の調整結果を踏まえ、財務会計シス

テムに必要事項を入力するなどしたうえで資産マスタへの除却、売却、振替登録（構成品

情報含む）を行うこと。 

 

 消費税判定及び勘定科目変更に伴う振替兼支払伝票の起票  

本勘定へ振替を行った資産の消費税判定を行い、財務会計システムに必要事項を入力

するなどしたうえで振替兼支払伝票の起票を行うこと。 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 

 

 廃棄日情報の確認 

資産管理システムに登録されている廃棄日情報を確認すること。甲の指示により原局

に対し廃棄日登録の促進依頼を行うこと。 

 

 不要財産、減損会計の処理に伴う作業 

不要財産、減損会計の処理に伴う上記４．７．１．３～４．７．１．６の作業を行うこ

と。 

  



 

 

 

 

 建設仮勘定、工業所有権仮勘定、ソフトウェア仮勘定の振替及び除却に伴う対応 

 資産情報の登録 

 状況の確認 

建設仮勘定、工業所有権仮勘定、ソフトウェア仮勘定について、原局へ状況のヒアリン

グを行うこと。 

（建設仮勘定に関しては、ロケット・人工衛星等搭載実績調査を含む） 

 

 資産マスタ登録 

ヒアリング結果を踏まえ、財務会計システムに必要事項を入力するなどしたうえで仮

勘定から本勘定へ資産マスタの振替及び除却登録（構成品情報含む）を行うこと。 

 

 消費税判定及び勘定科目変更に伴う振替兼支払伝票の起票  

本勘定へ振替を行った資産の消費税判定を行い、財務会計システムに必要事項を入力

するなどしたうえで振替兼支払伝票の起票を行うこと。 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 



 

 

 

 

 資産の所在場所、使用責任者、資産所属部署の変更に伴う対応 

 資産情報の登録 

 資産使用責任者の変更に関する確認 

①人事異動情報等により、資産使用責任者の変更が必要な資産が無いか確認する。 

②登録情報の変更が必要な資産の異動申請が無い場合は資産使用責任者、資産所属部

署の担当者に申請の依頼を行うこと。 

③退職済みフラグのある資産については、資産所属部署の担当者、責任者に新たな資産

使用責任者の設定及び異動申請に関する依頼を行うこと。 

 

 所在場所、使用責任者の変更に関する問い合わせ対応 

所在場所、使用責任者の変更に関する手続き等、原局からの問い合わせ対応を行うこと。 

 

 申請情報の確認、修正依頼 

① 原局が資産管理システムで申請した情報について、申請内容の不備等がないかの

確認を行うこと。 

② 申請内容に不備がある場合は、申請者に対し不備内容を連絡するとともに内容の

ヒアリングを行い、必要であれば再申請の依頼を行うこと。 

 

 資産マスタ登録 

申請情報及び上記４．９．１．１～４．９．１．３の調整結果を踏まえ、財務会計シス

テムに必要事項を入力するなどしたうえで資産マスタへの変更登録（構成品情報含む）を

行うこと。 

 

 振替兼支払伝票の確認、出力 

振替兼支払伝票の内容確認及び必要な追加仕訳の入力作業、証拠書類一式の回付を行

うこと。 

 

 振替兼支払伝票の電子ファイル化、システムへの格納 

回付を行った振替兼支払伝票および証拠書類を電子ファイル化し、登録した資産番号

の資産システム上のフォルダに格納すること。 

 

 財務会計システムのマスタ管理に伴う対応 

 マスタ管理情報のメンテナンス 

財務会計システムの以下のマスタ管理情報について、新規登録、修正、削除を行うこと。 

①市区町村マスタ 

②資産グループコードマスタ 

③所在場所マスタ 

④貸付等相手先マスタ 

⑤完成品コードマスタ 

⑥税務署コードマスタ 

⑦申告キーマスタ 

  



 

 

 

 

 資産の棚卸作業の確認に伴う対応 

 資産使用責任者からの報告のデータチェック 

甲の職員が全資産使用責任者に資産の棚卸（現物確認等）に係る作業依頼を行った後、

各資産使用責任者から資産管理システム上で結果報告がなされるため、システム上で確

認処理を行う。 

 

   ４.１１.２  資産使用責任者からの報告のデータ修正依頼 

    前項において確認作業を行った際に、資産使用責任者の報告に疑義がある場合は内容

確認をして、必要に応じて修正依頼を行う。 

 

 資産のメーカー棚卸に伴う対応 

 メーカー棚卸元データの作成 

メーカー棚卸を行うにあたり必要な元データの作成を以下のとおり行うこと。 

①甲が指示する所在場所に存在する資産について、資産管理システムからの必要な元

データ出力、処理、データ提供の支援作業を行うこと。 

 

 メーカー棚卸結果の反映 

甲が実施したメーカー棚卸の結果を踏まえ、原局に対し異動報告/処分申請等必要な手

続きの依頼を行うこと。 

 

 資産の減損調査に伴う対応 

 減損調査元データの作成 

減損調査を行うにあたり必要な元データの作成を以下のとおり行うこと。 

①甲が指示する条件に当てはまる資産について、資産管理システムからの必要な元デ

ータ出力、処理、データ提供の支援作業を行うこと。 

 

 不動産の現物確認に関する実地確認対応 

甲が実施する筑波宇宙センター、調布航空宇宙センター及び相模原キャンパスの建屋

現物確認に関して、甲の職員と共に資産実地確認を行うこと。 

  



 

 

 

 

 償却資産税申告に伴う対応 

 償却資産税申告書に関する問い合わせ対応 

償却資産税申告書に関する各市区町村からの問い合わせに対し、対応を行うこと。 

 

４.１３.２  申告に関する情報整理 

市町村毎の申告に関する情報について整理を行い、作成する申告書の内容に反映する

こと。 

 

４.１３.３  申告計算、データダウンロード 

資産管理システムにおいて償却資産申告計算、データダウンロードを行うこと。 

 

４.１３.４  償却資産税申告書印刷 

市町村毎に償却資産税申告書の印刷を行うこと。 

 

４.１３.５  付属書類作成 

非課税、特例届等が必要な書類を作成すること。 

 

４.１３.６  申告書の提出 

市町村毎に作成した償却資産税申告書の提出を行うこと。 

 

 決算資料の作成 

 原局担当に対する資産の取得・異動・処分の申請/報告促進依頼 

実際の資産の動きと申請/報告情報に乖離がある場合、原局に対し処理を進めるよう調

整を行うこと。 

 

 月次決算資料の作成 

甲が実施する以下の月次決算資料について、資産管理システムからの必要な元データ

出力、処理、データ提供の支援作業を行うこと。 

①貯蔵品残高内訳作成支援 

②建設仮勘定明細作成支援 

 

 財務情報と資産台帳との突合 

財務情報と資産台帳との突合を行うこと。突合結果に不備がある場合は該当するデー

タの修正を行うこと。 

 

 減価償却時収益化一括仕訳計上、資産見返関連仕訳計上に関する確認 

財務会計システム上で月次で計算される減価償却時収益化仕訳一括計上及び資産見返

関連仕訳計上の処理結果について、計算結果等の確認及び必要な追加仕訳の入力作業を

行うこと。 

 

 資産の一括除却 

年度末に償却済みとなった受託資産、無形固定資産、リース資産、一括償却資産につい

て、財務会計システム上で一括除却の処理を行うこと。 

 

 年次決算資料の作成 

甲が実施する以下の年次決算資料作成について、資産管理システムからの必要な元デ

ータ出力、処理、データ提供の支援作業を行うこと。 

①資本剰余金差額分析表作成 



 

 

 

 

②貯蔵品残高内訳作成 

③建設仮勘定明細作成 

④敷金勘定明細作成 

⑤キャッシュフロー計算書 

⑥オペレーティングリースの調べ 

⑦合計残高試算表セグメント内訳 

 

 燃料及び収入印紙等の棚卸消耗品に関する振替処理 

 貯蔵品期末登録 

甲が実施する燃料及び収入印紙等の棚卸消耗品に関する、棚卸結果に基づき、「研究材

料費及び消耗品費」等を財務会計システム上貯蔵品勘定科目へ振替える作業支援を実施

すること。 

 

 期首廃棄登録 

新年度の処理として、４．１６．１で貯蔵品勘定科目へ振替えた案件について、「研究

材料費及び消耗品費」等へ振替える作業支援を実施すること。 

  



 

 

 

 

 

 

業務ごとの各作業別発生量 

 

 

１．本資料の目的 

  本資料は、各作業別発生量をまとめたものである。 

 

２．本業務における 2017年度の発生量 

  2017年度における作業別発生量は以下のとおり。 

 

作業 件数 
   

筑波 調布 相模原 

契約による資産取得に伴う対応 7,824 4,457 1,277 1,830 

契約を伴わない資産取得に伴う対応 200 31 0 169 

資産の貸付・支給・寄託に伴う対応 1,960 1,332 236 344 

資産の除却（売却含む）に伴う対応 2,720 1,764 433 475 

資産の振替、貯蔵品の使用報告に伴う対応 1,375 1,095 125 133 

建設仮勘定、工業所有権仮勘定、ソフトウ

ェア仮勘定の振替及び除却に伴う対応 
4,124 3,286 374 398 

資産の所在場所、使用責任者、資産所属部

署の変更に伴う対応 
1,448 970 188 261 

財務会計システムのマスタ管理に伴う対応

（※１） 
695 695 0 0 

資産の棚卸作業の確認に伴う対応 1（式） － － － 

資産のメーカー棚卸に伴う対応 1（式） － － － 

資産の減損調査に伴う対応 1（式） － － － 

償却資産税申告に伴う対応 1（式） － － － 

決算資料の作成 1（式） － － － 

燃料及び収入印紙等の棚卸消耗品に関する

振替処理 
1（式） － － － 

 

※１ 本作業は、2018年 10月の新資産管理システム稼動以降に発生した作業であり、10月～12

月半ばの実績 139件を年間ベースに置き換えたうえで算出している。 

※２ 件数については、筑波宇宙センター、調布航空宇宙センター、相模原キャンパスの内訳を

示したが、総計との差が生じているものについては東京事務所分である。 
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