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１. 支払代行とは 

支払代行には「給与支払代行」と、販売店からの依頼により買掛金や経費の支払を

ⅰビジネスパートナーズが代行する「一般支払代行」の２種類があり、ここでは「一般

支払代行」について記述します。 

 

２. 支払代行の月間スケジュール 

項  目 販 売 店  ⅰビジネスパートナーズ 

送付明細 月末着  ２８日発送 

買掛請求書 ８日発送  １０日着（福岡分室） 

経費請求書 １０日発送  １２日着（iBP） 

買掛突合せ   １０～１４日 

買掛支払入力   １４日 

経費支払入力   １７～２０日 

支払代行一覧表ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ   １７～２０日 

買掛不突合明細作成   １６日 

支払代行一覧表 ２２日着  ２０日発送 

支払代行修正依頼ＦＡＸ ２４日  同左 

支払代行捺印済 ＦＡＸ 支払日４銀行営業日前  同左 

「支払代行一覧表」 

班長承認 
   

支払代行承認・出納   支払日３銀行営業日前 

三菱東京 UFJ 銀行デー

タ電送 
  支払日２銀行営業日前 

銀行からの照会問合せ   支払日１銀行営業日前 

支払代行送金   支払日１銀行営業日前１２時 

支払先への振込   支払日 

 支払日は月末（銀行が休日の場合は前倒）のみです。 

 具体的スケジュールは、毎月ⅰビジネスパートナーズから別途送付されるスケジュ

ール表を必ず確認して下さい。 

 

３. 仕入先コード、取引先マスターの設定 [不正防止のため代表印・担当者印が必要] 

（１）買掛先 

ア．本社は「取引先マスター設定依頼書」に必要事項を記入し、ⅰビジネスパートナー

ズに送付します。（ＬＰＧリンクしている販売店は、ホームネット２１・ガステージの仕

入先コードと同一コードにしなければなりません。詳細はＬＰＧマニュアル参照） 

 イ．本社は「取引先マスター設定依頼書」に仕入先マスターを採番し、ⅰビジネスパー  

    トナーズに送付します。ⅰビジネスパートナーズは入力後、コンバートマスターを 

    設定します。 
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（２）経費先 

 ア．本社は支払代行送付明細と請求書を照合し、取引先マスターのない支払先につい 

  て、「取引先マスター設定依頼書」に記入し、ⅰビジネスパートナーズに送付します。 

 イ．ⅰビジネスパートナーズは「取引先マスター設定依頼書」のとおり取引先マスターを 

  設定します。 

  

４. 勘定科目・消費税区分の判定 

（１）ⅰビジネスパートナーズは請求書の摘要と、別紙「勘定科目分類表」「勘定科目・税

区分判定表」を照合し、勘定科目及び消費税区分を判定します。 

（２）本社は、請求書に「勘定科目・税区分判定表」の摘要が書かれていない場合は必ず、

「勘定科目・税区分判定表」の摘要の中から最も近い摘要を選び出し、請求書に補

充記入します。 

（３）本社は交際費（A・B）、寄付金については、必ず送付明細か請求書に明記します。ⅰ

ビジネスパートナーズは交際費・寄付金と明記されていないものは、交際費・寄付金

に計上しません。なお、交際費は「交際費整理依頼票」に A・B を記入し送付します。 

 

５. 部門の記入 

（１）部門の判定及び請求書への補充記入は販売店で行います。請求書にゴム印で捺印

します。 

（２）ただし請求書に部門名が明示してある場合は、捺印の必要はありません。本社は請

求書に部門名を表示するよう支払先に折衝して下さい。 

（３）請求書に十分なスペースがなく部門を明記しにくい場合は「部門・摘要補充記入表」

に必要事項を記入し、請求書に添付します。 

 （４） なお、部門振替については収益・経費振替アップロードシステムを利用下さい。 

６. 支払代行支払票 

（１）請求書がなく契約等により支払う地代、家賃等は、「請求書なし支払代行用支払票」

により支払います。 

（２）月末の支払代行送付明細発送時に、ⅰビジネスパートナーズ登録済の「支払代行用

支払票」を発送しますので、変更がなければ捺印のうえ請求書発送時に返送しま

す。 

（３）追加、変更がある場合は、「支払代行用支払票」に記入します。 

 

７. 請求書の送付方法について 

（１）共通 

 ア．ⅰビジネスパートナーズは毎月、月末までに「請求書送付明細」を打出し本社に 

   送付します。 

 イ．本社は支払先から送付された請求書を「請求書送付明細」の分類のとおり仕分け 

    します。 

 ウ．本社はⅰビジネスパートナーズに送付する請求書の合計額を「請求書送付明細」 

   の金額欄に記入します。支払代行用 送付明細の場合は請求書残高ではなく、 

   実際に支払代行する金額（当月請求額）の合計額を記入します。 
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 エ．本社は請求書を「請求書送付明細」の順に並べ、「請求書送付明細」を表紙にして 

    ⅰビジネスパートナーズに発送します。 

 オ．ⅰビジネスパートナーズは請求書が到着したら「請求書送付明細」のとおり送付さ 

    れてきたかどうか、金額でチェックします。「請求書送付明細」と不一致の場合は 

    本社に確認します。 

（２）個別説明 

 ア．買掛・３０日サイト・支払代行用請求書送付明細       [１] 

一般仕入先で支払サイト３０日の取引先が打出されます。 

 イ．被代行・３０日サイト・支払代行用請求書送付明細  [２] 

被代行仕入先で支払サイト３０日の取引先が打出されます。 

 ウ．買掛・長期サイト・支払代行用請求書送付明細   [３] 

  （ア）一般仕入先で支払サイトが３０日より長く、ⅰビジネスパートナーズに支払 

    代行依頼する当月仕入分の請求書を添付します。必ず支払日を記入します。 

   （６０日・９０日・１２０日他と３０日の倍数になります。） 

  （イ）ⅰビジネスパートナーズ・福岡分室は買掛突合せ後、販売店に「請求書」と 

   ｢請求書送付明細｣を返送します。 

  （ウ）支払代行該当月に販売店は長期サイト「請求書」と「請求書送付明細」を送付し 

      ます。 

 エ．被代行・長期サイト・支払代行用請求書送付明細  [４] 

被代行仕入先の長期サイト先です。ウ．と同じです。 

 オ．買掛・販売店支払・買掛突合せ用請求書送付明細  [５] 

  （ア）一般仕入先で、販売店で支払う仕入先で当月仕入分の請求書を送付します。 

  （イ）ⅰビジネスパートナーズ福岡分室は請求書と買掛帳の突合せを行います。 

  （ウ）当月の支払代行書類一式に添付して販売店に返送します。 

 カ．被代行・販売店支払・買掛突合せ用請求書送付明細  [６] 

被代行仕入先の販売店支払先です。オ．と同じです。 

 キ．ＬＰＧ・支払代行用請求書送付明細    [７] 

  （ア）ＬＰＧシステム（ﾎｰﾑﾈｯﾄ 21・ｶﾞｽﾃｰｼﾞ）を使用している販売店が対象です。 

  （イ）ＬＰＧの買掛金は販売店が照合しますので、ⅰビジネスパートナーズに請求書を 

    送付する必要はありません。請求書送付明細の次の金額を記入します。 

支払金額 ············· 支払代行する金額を記入します。支払代行しない場合は何も記

入しません。 

当月請求残高 ···· 請求書の残高を記入します。 

  （ウ）ⅰビジネスパートナーズは次の入力を行います。 

支払金額 ············· この金額で支払代行入力を行い、証憑とします。 

当月請求残高 ···· 「買掛金照合表」の「請求残高」欄に入力します。 

 ク．石油化学・支払代行用・請求書送付明細   [８] 

  （ア）石油化学システムを利用している販売店が対象です。他はキ．と同様です。 
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 ケ．その他・支払代行用・請求書送付明細   [９] 

  （ア）その他の業種で個別のシステムを使用している販売店が対象です。他はキ．と 

     同様です。 

 コ．経費・支払代行用・請求書送付明細    [１０] 

経費で支払代行依頼する請求書を添付します。 

 サ．請求書なし・支払代行用・支払票    [１１] 

経費で、契約により支払金額が毎月一定の支払先への支払票です。 

金額が変更になったら「変更金額」欄に変更後の金額を記入します。 

 

 

請求書送付明細の分類と種類 

分           類 表   題 
取引先

マスター 
番号 

仕

入

先

・

買

掛

先 

支払代行 

専用 

３０日サイト 

一般仕入 
買掛・３０日サイト 

支払代行用 
ＢＢ [１] 

被代行仕入 
被代行・３０日サイト 

支払代行用 
ＨＢ [２] 

長期サイト 

一般仕入 
買掛・長期サイト 

支払代行用 
ＴＢ [３] 

被代行仕入 
被代行・長期サイト 

支払代行用 
ＵＢ [４] 

販売店 

支払専用 

一般仕入 
買掛・販売店支払 

買掛突合せ用 
ＶＢ [５] 

被代行仕入 
被代行・販売店支払 

買掛突合せ用 
ＷＢ [６] 

支払代行 

販売店 

支払兼用 

ＬＰＧ 
ＬＰＧ・支払代行用 

請求金額連絡票 
ＧＢ [７] 

石油化学 

石油化学 

・支払代行用 

請求金額連絡票 

ＰＢ [８] 

その他業種 

その他業種 

・支払代行用 

請求金額連絡票 

ＸＢ [９] 

経

費

先 

請求書あり 経費・支払代行用 ＫＫ [１０] 

請求書なし（契約払い） 
請求書なし 

・支払代行用 
ＮＫ [１１] 

 



本社用  ４．一般支払代行 

4-5 

８. 支払代行書類一式の返送および確認 

（１）毎月２０日までにⅰビジネスパートナーズから、支払代行書類一式を３部セットで返送

します。 

[支払代行書類一式] 

 ア．支払代行ご案内  

 イ．支払代行一覧表（販売店控）  

 ウ．支払代行明細表（販売店控）  

 エ．支払依頼票  

 オ．請求書  

   

 カ．支払代行送付明細（長期サイト）本誌  

 キ．同上請求書  

 

（２）本社は金額と勘定科目・摘要をチェックし、修正事項がある場合は、修正事項を「支

払代行一覧表」や「支払依頼票」に記入してⅰビジネスパートナーズにＦＡＸします。電

話での修正依頼は受付けません。 

（３）ⅰビジネスパートナーズは、修正事項を入力し、修正後の「支払依頼票」と「支払代行

一覧表」「支払代行明細表」（ⅰビジネスパートナーズ返送分）「支払代行ご案内」を

ＦＡＸします。 

（４）販売店は確認終了後、「支払代行一覧表」の合計額が表示している本紙に記名・捺

印のうえ、ⅰビジネスパートナーズにＦＡＸします。 

      支払依頼票への捺印は、販売店の捺印基準に基づき捺印します。 

再び修正事項がある場合は、前述の（２）及び（４）に準じて下さい。 

（５）販売店記名・捺印済の「支払代行一覧表」「支払代行明細表」をⅰビジネスパート

ナーズにＦＡＸした後、修正は一切できませんので特に注意して下さい。 

 

９. 照会の対応 

（１）銀行照会の対応 

銀行照会の対応はⅰビジネスパートナーズで行います。ただし、ⅰビジネスパートナー

ズで不明だった案件については、ⅰビジネスパートナーズより販売店に、電話とＦＡＸ

で問い合せます。 

（２）支払先からの照会対応 

支払先からの振込内容の問合せ対応は、販売店で行います。なお、支払先に表示さ

れる振込名義は「○○○○販売店名 ＳＩＪＣ」です。 
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１０. 資金関連 

（１）送金締日（給与支払代行も含めます。） 

ア．支払代行用送金は、支払日の１銀行営業日前の正午までに、ⅰビジネスパートナ

ーズ専用口座に送金します。その際の振込手数料は販売店で負担します。 

イ．ⅰビジネスパートナーズ支払代行専用口座は次のとおりです。 

三菱東京ＵＦＪ銀行東京営業部 当座１６８０３９口座名義 ｲﾃﾞﾐﾂｺｳｻﾝ(ｶ 

ウ．ⅰビジネスパートナーズ資金担当は正午に全販売店の送金を確認します。 

エ．ⅰビジネスパートナーズは立替払を行いません。１銀行営業日前までに送金がな

かったり、送金が必要額に足りなかった場合は、その販売店のすべての支払代行

が出来ませんので特に注意して下さい。 

（２）ⅰビジネスパートナーズ専用口座と出光興産預金口座の関連 

ⅰビジネスパートナーズ専用口座は出光興産とは別の預金口座と考えて下さい。

よって次のようになりますので注意願います。 

ア．出光興産の商品代支払用の送金は、約定日の１日前になりますが、早払の対象

になりません。 

イ．連休により支払日と送金日の間に何日か入っても、早払の対象になりません。 

ウ．逆に、出光興産の商品代を誤ってⅰビジネスパートナーズ専用口座に振込まれた

場合は、支店側で遅延の対象となります。 

（３）ⅰビジネスパートナーズ専用口座に誤って送金した場合 

ア．ⅰビジネスパートナーズ専用口座に誤って振込してしまった場合は、まずⅰビジネ

スパートナーズ事業部に電話にて連絡し、「返金依頼書」を記入し、ⅰビジネスパー

トナーズにＦＡＸします。（本紙は、  別途郵送して下さい。） 

イ．ⅰビジネスパートナーズは「返金依頼書」に返金振込日を記入し捺印のうえ、ＦＡＸ

返信します。 

ウ．原則、販売店からⅰビジネスパートナーズへ「返金依頼書」がＦＡＸにて届き、かつ

ⅰビジネスパートナーズで入金確認した日から４営業日以降にⅰビジネスパートナ

ーズから振込手数料を差引した金額を振込みます。 

またⅰビジネスパートナーズからは、支払先に直接支払いません。販売店に 

返金します。 

（４）振込手数料について 

ア．給与支払については、振込手数料は発生しません。(２００７年５月３１日現在) 

イ．一般支払代行については、振込手数料を除いた請求金額をⅰビジネスパートナー

ズに送金します。 

 

 

 

 

 

 

 

 


