
様式－１　一般事項 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。

［質問－１］ 工事番号を記入して下さい。

工事番号

［質問－２］ 工事名を記入して下さい。

工事名

［質問－３］ 社名を記入して下さい。

社名

［質問－４］ 既に提出してある工事費内訳書の内容について記入して下さい。
※変更契約で工事内容が変わった場合には，実行予算の金額を記入してください。

［質問－５］ 当工事において予定している全ての下請けについて記入して下さい。
※ダンプ運搬（土砂運搬等）などの運送業も含みます。

＜下請負人名簿＞

元請け：１ －

下請け：2 1
 　〃　：3 1
 　〃　：4 1
 　〃　：5 2
 　〃　：6
 　〃　：7
 　〃　：8
 　〃　：9
 　〃　：10

 　〃　：11

［質問－６］ 当工事における元請け及び下請けの施工業者の直近過去３ヶ年平均の年間完工高を
下表に記入して下さい。

一般管理費計

金額（円）

21,792,869
3,256,885
4,321,000
1,849,246

○○道路改良工事(2工区）

直上の請
負業者の

番号

請負業者
の番号

下請工種

合計＝入札金額

費　　　目

直接工事費計
共通仮設費計
現場管理費計

31,220,000

法面工

施工業者名区      分

下請業者名

舗装工
土砂運搬

◇◇土木（株）
（有）△△産業

□□舗装工業（株）
◎◎興業

土工

元請け：1

　〃　　(　〃 9)
　〃　　(　〃10)

下請け(番号 2)
　〃　　(　〃 3)
　〃　　(　〃 4)

◎◎興業

　〃　　(　〃11)

　〃　　(　〃 5)
　〃　　(　〃 6)
　〃　　(　〃 7)
　〃　　(　〃 8)

平成19年度　県道改01234-A05号

○○建設株式会社 

－ －

年間完工高（百万円／年）

○○建設株式会社 
◇◇土木（株）
（有）△△産業

□□舗装工業（株）

500
200
200
150
100



様式－１　一般事項 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。

［質問－７］ 当工事における工事（元請けが直接施工する工事とその他の全ての下請け工事）
に要する工期とその予算を下表に記入して下さい。
注１）所要工期とは契約工期ではなく、実際に施工するのに要する工期を記入して下さい。
注２）元請け工事と下請け工事の予算額の合計を入札額と一致させて下さい。

所要工期

（日）

90
75
3
3

45

－

［質問－８］ 当工事配置技術者相当職の年収について記入して下さい。

元請工事　:現場代理人相当

　　　〃　　 :主任技術者相当

下請(番号2):主任技術者相当

　〃 (  〃 3):　　〃

　〃 (  〃 4):　　〃

　〃 (  〃 5):　　〃

　〃 (  〃 6):　　〃

　〃 (  〃 7):　　〃

　〃 (  〃 8):　　〃

　〃 (  〃 9):　　〃

　〃 (  〃 10):　　〃

　〃 (  〃 11):　　〃

区      分 年収（円）

3,360,000
2,760,000

区      分 施工業者名

元請け工事：1

予算（円）

○○建設株式会社 12,680,000
下請け工事(番号 2)
　     〃　　 (　〃 3)
　     〃　　 (　〃 4)
　     〃　　 (　〃 5)
　     〃　　 (　〃 6)
　     〃　　 (　〃 7)
　     〃　　 (　〃 8)
　     〃　　 (　〃 9)

◇◇土木（株）
（有）△△産業

□□舗装工業（株）
◎◎興業

13,150,000
1,440,000
2,220,000
1,730,000

計 31,220,000

　     〃　　 (　〃10)
　     〃　　 (　〃11)

－



記入例

様式－２  雇用状況 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における職種別雇用人数と日当りの賃金を下表に記入して下さい。

元請け工事 下請け工事(番号２)
○○建設株式会社 ◇◇土木（株）

職　　　　　　　種 単位 数量 賃金（円／日） 職　　　　　　　種 単位 数量 賃金（円／日）

1) 特殊作業員 人 1 16,500 1) 特殊作業員 人

2) 普通作業員 〃 3 12,500 2) 普通作業員 〃 1 12,000

3) 軽作業員 〃 3) 軽作業員 〃

4) 造園工 〃 4) 造園工 〃

5) 法面工 〃 5) 法面工 〃

6) とび工 〃 6) とび工 〃

7) 石工 〃 7) 石工 〃

8) ブロック工 〃 8) ブロック工 〃

9) 電工 〃 9) 電工 〃

10) 鉄筋工 〃 10) 鉄筋工 〃

11) 鉄骨工 〃 11) 鉄骨工 〃

12) 塗装工 〃 12) 塗装工 〃

13) 溶接工 〃 13) 溶接工 〃

14) 特殊運転手 〃 1 16,000 14) 特殊運転手 〃 1 16,000

15) 一般運転手 〃 1 14,000 15) 一般運転手 〃 5 14,000

16) 潜かん工 〃 16) 潜かん工 〃

17) 潜かん世話役 〃 17) 潜かん世話役 〃

18) さく岩工 〃 18) さく岩工 〃

19) ﾄﾝﾈﾙ特殊工 〃 19) ﾄﾝﾈﾙ特殊工 〃

20) ﾄﾝﾈﾙ作業員 〃 20) ﾄﾝﾈﾙ作業員 〃

21) ﾄﾝﾈﾙ世話役 〃 21) ﾄﾝﾈﾙ世話役 〃

22) 橋梁特殊工 〃 22) 橋梁特殊工 〃

23) 橋梁塗装工 〃 23) 橋梁塗装工 〃

24) 橋梁世話役 〃 24) 橋梁世話役 〃

25) 土木一般世話役 〃 1 18,000 25) 土木一般世話役 〃 1 17,500

26) 高級船員 〃 26) 高級船員 〃

27) 普通船員 〃 27) 普通船員 〃

28) 潜水士 〃 28) 潜水士 〃

29) 潜水世話役 〃 29) 潜水世話役 〃

30) 潜水連絡員 〃 30) 潜水連絡員 〃

31) 潜水送気員 〃 31) 潜水送気員 〃

32) 山林砂防工 〃 32) 山林砂防工 〃

33) 軌道工 〃 33) 軌道工 〃

34) 型枠工 〃 1 18,000 34) 型枠工 〃

35) 大工 〃 35) 大工 〃

36) 左官 〃 36) 左官 〃

37) 配管工 〃 37) 配管工 〃

38) はつり工 〃 38) はつり工 〃

39) 防水工 〃 39) 防水工 〃

40) 板金工 〃 40) 板金工 〃

41) タイル工 〃 41) タイル工 〃

42) サッシ工 〃 42) サッシ工 〃

43) 屋根ふき工 〃 43) 屋根ふき工 〃

44) 内装工 〃 44) 内装工 〃

45) ガラス工 〃 45) ガラス工 〃

46) 船舶製作工 〃 46) 船舶製作工 〃

47) 建具工 〃 47) 建具工 〃

48) ダクト工 〃 48) ダクト工 〃

49) 保温工 〃 49) 保温工 〃

50) 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 〃 50) 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 〃

51) 設備機械工 〃 51) 設備機械工 〃

52) 交通誘導員Ａ 〃 52) 交通誘導員Ａ 〃

53) 交通誘導員Ｂ 〃 53) 交通誘導員Ｂ 〃

54) 船団長 〃 54) 船団長 〃

55) 運転助手 〃 55) 運転助手 〃

56) 鋼橋製作工 〃 56) 鋼橋製作工 〃

57) 機械工 〃 57) 機械工 〃



記入例

様式－３  労務費 工　事　費　内　訳　調　査　シート　

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事に従事する職種別延べ労働人数を下表に記入して下さい。

元請け工事 下請け工事(番号２)
○○建設株式会社 ◇◇土木（株）

職　　　　　種 単位 数量 単価（円） 金額（円） 職　　　　　種 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1) 特殊作業員 人日 10 16,500 165,000 1) 特殊作業員 人日

2) 普通作業員 〃 85 12,500 1,062,500 2) 普通作業員 〃 23 12,000 276,000

3) 軽作業員 〃 3) 軽作業員 〃

4) 造園工 〃 4) 造園工 〃

5) 法面工 〃 5) 法面工 〃

6) とび工 〃 6) とび工 〃

7) 石工 〃 7) 石工 〃

8) ブロック工 〃 8) ブロック工 〃

9) 電工 〃 9) 電工 〃

10) 鉄筋工 〃 10) 鉄筋工 〃

11) 鉄骨工 〃 11) 鉄骨工 〃

12) 塗装工 〃 12) 塗装工 〃

13) 溶接工 〃 13) 溶接工 〃

14) 特殊運転手 〃 5 16,000 80,000 14) 特殊運転手 〃 57 16,000 912,000

15) 一般運転手 〃 4 14,000 56,000 15) 一般運転手 〃 180 14,000 2,520,000

16) 潜かん工 〃 16) 潜かん工 〃

17) 潜かん世話役 〃 17) 潜かん世話役 〃

18) さく岩工 〃 18) さく岩工 〃

19) ﾄﾝﾈﾙ特殊工 〃 19) ﾄﾝﾈﾙ特殊工 〃

20) ﾄﾝﾈﾙ作業員 〃 20) ﾄﾝﾈﾙ作業員 〃

21) ﾄﾝﾈﾙ世話役 〃 21) ﾄﾝﾈﾙ世話役 〃

22) 橋梁特殊工 〃 22) 橋梁特殊工 〃

23) 橋梁塗装工 〃 23) 橋梁塗装工 〃

24) 橋梁世話役 〃 24) 橋梁世話役 〃

25) 土木一般世話役 〃 13 18,000 234,000 25) 土木一般世話役 〃 8 17,500 140,000

26) 高級船員 〃 26) 高級船員 〃

27) 普通船員 〃 27) 普通船員 〃

28) 潜水士 〃 28) 潜水士 〃

29) 潜水世話役 〃 29) 潜水世話役 〃

30) 潜水連絡員 〃 30) 潜水連絡員 〃

31) 潜水送気員 〃 31) 潜水送気員 〃

32) 山林砂防工 〃 32) 山林砂防工 〃

33) 軌道工 〃 33) 軌道工 〃

34) 型枠工 〃 3 18,000 54,000 34) 型枠工 〃

35) 大工 〃 35) 大工 〃

36) 左官 〃 36) 左官 〃

37) 配管工 〃 37) 配管工 〃

38) はつり工 〃 38) はつり工 〃

39) 防水工 〃 39) 防水工 〃

40) 板金工 〃 40) 板金工 〃

41) タイル工 〃 41) タイル工 〃

42) サッシ工 〃 42) サッシ工 〃

43) 屋根ふき工 〃 43) 屋根ふき工 〃

44) 内装工 〃 44) 内装工 〃

45) ガラス工 〃 45) ガラス工 〃

46) 船舶製作工 〃 46) 船舶製作工 〃

47) 建具工 〃 47) 建具工 〃

48) ダクト工 〃 48) ダクト工 〃

49) 保温工 〃 49) 保温工 〃

50) 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 〃 50) 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 〃

51) 設備機械工 〃 51) 設備機械工 〃

52) 交通誘導員Ａ 〃 52) 交通誘導員Ａ 〃

53) 交通誘導員Ｂ 〃 53) 交通誘導員Ｂ 〃

54) 船団長 〃 54) 船団長 〃

55) 運転助手 〃 55) 運転助手 〃

56) 鋼橋製作工 〃 56) 鋼橋製作工 〃

57) 機械工 〃 57) 機械工 〃

　　　計 1,651,500 　　　計 3,848,000



記入例

様式－４  材料費 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における材料費を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1) コルゲートＵ字フリューム A型 S350xH350 T=1.6㎜ ﾒｯｷ仕上 ｍ 350 3,500 1,225,000

2) 生コンクリート 18-8-40 高炉B m3 187 6,500 1,213,420

3) 防護柵設置工(落石防止網) 金網･ﾛｰﾌﾟ ﾒｯｷ 3･4種 線径2.6mm m2 198 2,300 455,400

4) 排水構造物 L=2000mm 1000Kg／個以下 ｍ 97 2,500 242,000

5) 石　材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m3 182 1,000 181,780

6) 防護柵設置工(横断･転落防止柵) 根巻コンクリート 箇所 61 2,900 177,480

7) コルゲートパイプ　（参考）   * ﾌﾗﾝｼﾞ φ600 厚1.6 ﾒｯｷ ｍ 22 7,000 154,000

8) 乳剤散布舗装  m2 1,400 106 148,400

9) ベンチフリューム（Ⅰ・Ⅱ型） 300　30*20*200　　133㎏ 本 44 2,000 88,000

10) 諸雑費 諸雑費 式 9 7,500 67,650

11) 油類・燃料 軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 L 487 75 36,551

12) 化学製品 ｴﾗｽﾀｲﾄ 10mm m2 19 750 13,890

13) 蓋 ６３０＊３１０＊１００ 枚 2 2,800 5,600

14) 油類・燃料 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ L 4 97 393

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

　　　　　　　　　計 4,009,564



記入例

様式－５  機械経費 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における機械経費等（有料道路通行料を含む）を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1) バックホウ① BH(排-1)山0.80(平0.60)m3 日 3 14,000 42,000

2) 締固め機械 ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排-1)　8～20ｔ 日 2 8,000 16,000

3) ダンプトラック ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　２ｔ 日 3 2,000 6,000

4) バックホウ① BH(排-1)山0.45(平0.35)m3 日 1 10,000 10,000

5) タイヤ損料（ダンプ） ２ｔ　　良好　タイヤ損料 日 3 151 453

6) 締固め機械 ﾀﾝﾊﾟ60～100kg 日 1 600 600

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

　　　　　　　　　計 75,053



記入例

様式－６  水道光熱電力料     工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における水道光熱電力料等（建設廃棄物処理費用を含む）を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1) 廃棄物処理費(中間･再資源)③ 木くず(抜根) m3 15 24,750 371,250

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

計 371,250

下請け工事(番号２)

◇◇土木（株）
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

計

下請け工事(番号３)

（有）△△産業
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

計



記入例

様式－７  特許使用料 　　工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
※必ず様式－１から順に記入して下さい。
※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における特許使用料を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計

下請け工事(番号２)

◇◇土木（株）
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計

下請け工事(番号３)

（有）△△産業
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計

下請け工事(番号４)

□□舗装工業（株）
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計

下請け工事(番号５)

◎◎興業
名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計

下請け工事(番号６)

名           称 規          格 単位 数量 単価（円） 金額（円）

1)

2)

3)

4)

5)

計



記入例

様式－８  共通仮設費  工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
 ※必ず様式－１から順に記入して下さい。
 ※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における共通仮設費を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
金額（円）

運搬費 建設機械の日々回送に要する費用

質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬

質量２０ｔ未満の建設機械及び器材等の搬入搬出、現場内小運搬

建設機械の自走による運搬

質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬（回航・えい航費を含む）

仮設材（鋼矢板、Ｈ鋼等）の運搬

重機械の分解組立に要する費用

鋼桁、ＰＣ桁、門扉等工場製作品の運搬

準備費 着手時、施工期間中、完成時の準備、後片付け費用 100,000

工事着手前の基準測量等 100,000

縦横断面図の照査等 200,000

用地幅杭等の仮移設等の費用

丁張設置等の費用 150,000

準備作業に伴う伐開、除根、除草による現場内集積・積み込み、整地、段切り等に要する費用 100,000

事業損失 騒音,振動,地盤沈下等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設設置,撤去,維持管理費

防止施設費 事業損失を未然に防止するために必要な調査等 50,000

安全費 工事地域内全般の安全管理上の監視、連絡等の費用 60,000

不稼働日の保安要員等の費用

標示板,標識,保安燈,防護柵,ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ,照明等の安全施設類の設置撤去補修に要する費用及び損料 100,000

夜間作業を行う場合における照明に要する費用

河川海岸工事における救命艇に要する費用

長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用

酸素欠乏症の予防に要する費用

安全用品等の費用 30,000

安全委員会等に要する費用 20,000

交通誘導員等の交通管理に要する費用 264,000

鉄道空港施設に近接した工事現場出入り口等に配置する安全管理員の費用

高圧作業予防に要する費用

航路安全標識・警戒船運転に要する費用

ダム工事の発破監視に要する費用

トンネル工事の呼吸用保護具

その他

役務費 土地の借上げ費 90,000

電力、用水等の基本料 30,000

電力設備用工事負担金 60,000

技術管理費 品質管理基準に記載されている項目に要する費用 30,000

出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用 60,000

工程管理のための資料作成等に要する費用 10,000

完成図及びマイクロフィルムの作成に要する費用 10,000

建設材料の品質記録保存に要する費用 75,000

コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用

ＰＣ上部工、アンカー工等の緊張管理、グラウト配合試験に要する費用

ＮＡＴＭの計測Ａに要する費用

塗装膜厚施工管理に要する費用

溶接試験における放射線透過試験に要する費用

施工管理で使用するＯＡ機器の費用

品質証明に係る費用 30,000

特殊な品質管理に要する費用

現場条件等による特別な計測に要する費用

施工合理化調査、諸経費動向調査に要する費用

営繕費 現場事務所、試験室等の設置・撤去・維持修繕に要する費用 200,000

労働者宿舎の設置・撤去・維持修繕に要する費用 30,000

倉庫及び材料保管場の設置・撤去・維持修繕に要する費用 60,000

労働者の輸送に要する費用（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ) 60,000

上記に係る土地・建物の借上げに要する費用 120,000

監督員詰所、火薬庫の設置・撤去・維持修繕に要する費用

計 2,039,000

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目



記入例

様式－９  現場管理費 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
　※必ず様式－１から順に記入して下さい。
　※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における現場管理費を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
金額（円）

労務管理費 募集解散費（現場労働者の赴任手当、帰省旅費、解散手当）

慰安・娯楽・厚生費（現場労働者の慰安旅行費、慰安会費用、慶弔金）

作業被服費　作業用具、作業服の費用（但し、工事費に含めている場合は除く）

賃金以外の食事、通勤等に要する費用（労働者の食事補助、交通費の支給）

災害時負担費用　現場労働者の看護費、見舞金（労働保険等の給付以外） 5,000

安全訓練等 安全衛生に要した費用（現場労働者） 100,000

に要する費用研修訓練等に要した費用（現場労働者） 50,000

租税公課 固定資産税、自動車税等の租税公課

保険料 火災保険

工事保険 39,000

自動車保険

組立保険

法定外の労災保険 10,500

その他損害保険

従業員給料 現場従業員の給料、諸手当及び賞与　(注意！）現場代理人・主任技術者を含む 1,185,000

退職金 現場従業員の退職金（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 20,000

法定福利費 労災保険料（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 190,130

雇用保険料（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 22,371

健康保険料（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 73,376

厚生年金保険料（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 121,519

船員保険料

建設業退職金共済制度掛金（現場従業員及び現場労働者に対するもので、現場代理人・主任技術者を除く） 108,177

福利厚生費 慰安娯楽費、貸与被服、医療、慶弔見舞、文化活動等（現場従業員）

事務用品 事務用消耗品、新聞、参考図書等購入費 10,000

通信交通費 通信費、交通費及び旅費

交際費 現場への来客等の対応に要する費用

補償費 物件の補修費及び騒音、濁水、交通騒音等による事業損失防止費

外注経費 専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費（外注一般管理費等） 700,800

工事登録費 ＣＯＲＩＮＳ登録に要する費用 8,600

寄付金 寄付金等

計 2,644,473

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目



記入例

様式－１０  一般管理費 工　事　費　内　訳　調　査　シート

以下の［質問］に対する回答を太枠内に記入して下さい。
　※必ず様式－１から順に記入して下さい。
　※元請けが直接施工する工事とその他下請け工事を別々に記入して下さい。

［質問－１］当工事における一般管理費を下表に記入して下さい。

元請け工事

○○建設株式会社 
金額（円）

役員給与 取締役及び監査役に対する報酬 300,000

従業員給料 給料、諸手当及び賞与（本支店の従業員に対するもの）（注意！）現場代理人・主任技術者を含まない 600,000

退職金 退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員の退職金（現場代理人主任技術者を含む） 30,100

法定福利費 労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　） 163,992

福利厚生費 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、文化活動等（　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　） 2,965

修繕維持費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理等 59,407

事務用品費 事務消耗品、固定資産に計上しない事務用備品、新聞、参考図書等の購入 2,306

通信交通費 通信費、交通費及び旅費 37,392

動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用 16,035

調査研究費 技術研究開発の費用 12,500

広告宣伝費 広告、宣伝に要する費用 3,717

交際費 本支店などの来客等の対応に要する費用 14,900

寄付金 寄付金等 14,850

地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料 29,840

減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 85,052

試験研究費償却 新製品、新技術の研究のため支出した費用の償却額

開発費償却 新技術、新経営組織の採用、資源の開発、市場開拓のため支出した費用の償却額

租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税、道路占用料、その他公課 8,400

保険料 火災、盗難保険、その他損害保険料 68,212

契約保証費 契約保証費 21,307

雑費 電算等経費、社内打合費用、学会等諸団体会費等費用 12,500

付加利益 法人税、都道府県税、市町民税 75,802

株主配当金

役員賞与金 12,500

内部保留金 209,651

支払利息及び割引料、支払い保証料その他の営業外費用 100,000

計 1,881,428

下請け工事(番号２)

◇◇土木（株）
金額（円）

役員給与 取締役及び監査役に対する報酬 50,000

従業員給料 給料、諸手当及び賞与（本支店の従業員に対するもの）（注意！）主任技術者を含まない 20,000

退職金 退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員の退職金（主任技術者を含む）

法定福利費 労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料（　　　　　〃　　　　　　　　） 5,000

福利厚生費 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、文化活動等（　　　　　　　　〃　　　　　　　　　） 3,000

修繕維持費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理等 5,000

事務用品費 事務消耗品、固定資産に計上しない事務用備品、新聞、参考図書等の購入

通信交通費 通信費、交通費及び旅費

動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用

調査研究費 技術研究開発の費用

広告宣伝費 広告、宣伝に要する費用

交際費 本支店などの来客等の対応に要する費用

寄付金 寄付金等

地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料

減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 15,000

試験研究費償却 新製品、新技術の研究のため支出した費用の償却額

開発費償却 新技術、新経営組織の採用、資源の開発、市場開拓のため支出した費用の償却額

租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税、道路占用料、その他公課 10,000

保険料 火災、盗難保険、その他損害保険料

契約保証費 契約保証費

雑費 電算等経費、社内打合費用、学会等諸団体会費等費用

付加利益 法人税、都道府県税、市町民税 25,000

株主配当金

役員賞与金 25,000

内部保留金 40,000

支払利息及び割引料、支払い保証料その他の営業外費用 40,000

計 238,000

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目



記入例

調査シート集計　１／３ (単位：円）

費　　　　　目 元請け工事 下請け工事 〃 〃 〃

(番号2) (番号3) (番号4) (番号5)

直接工事費 6,107,367 11,237,515 1,010,400 1,764,000 1,651,825

労務費 1,651,500 3,848,000 220,000 213,000 630,000

材料費 4,009,564 2,450,000 790,400 1,551,000 254,620

機械経費 75,053 4,939,515 767,205

水道光熱電力料 371,250

特許使用料

共通仮設費 2,039,000 840,000 189,000 180,000 10,000

現場管理費 2,644,473 822,749 61,386 80,057

一般管理費 1,881,428 238,000 191,400 196,400 80,000

計 12,672,268 13,138,264 1,452,186 2,220,457 1,741,825

予算 12,680,000 13,150,000 1,440,000 2,220,000 1,730,000

調査シート集計　２／３ (単位：円）

費　　　　　目 下請け工事 〃 〃 〃 〃

(番号6) (番号7) (番号8) (番号9) (番号10)

直接工事費

労務費

材料費

機械経費

水道光熱電力料

特許使用料

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

計

予算

調査シート集計　３／３ (単位：円） (単位：円）

費　　　　　目 下請け工事

(番号11)

直接工事費 21,771,107 21,792,869

労務費 6,562,500

材料費 9,055,584

機械経費 5,781,773

水道光熱電力料 371,250

特許使用料

共通仮設費 3,258,000 3,256,885

現場管理費 4,314,465 4,321,000

一般管理費 合　　計 1,881,428 1,849,246

計 31,225,000 31,220,000

予算 31,220,000

☆チェック１　調査シートの集計は工事費内訳書の内容と一致していますか？

  （有効数値は１０万円とします。） 直接工事費  

共通仮設費  

現場管理費  

一般管理費  

合計  

☆チェック２　調査シートの集計は［質問－７］の予算と一致していますか？

　（有効数値は１０万円とします。） 元請け  

下請け：２  

　  〃　：３  

　  〃　：４  

　  〃　：５  

　  〃　：６  

　  〃　：７  

　  〃　：８  

　  〃　：９  

　  〃　：１０  

　  〃　：１１  

合計  

☆チェック３　［質問－７］の予算計は入札金額と一致していますか？

 

全体

  入力数値チェックシート

工事費内訳書

　　合　　　計

※注意
下請け工事の一般管
理費は全体工事の現
場管理費として扱い
ます。

一致していなければ
”NO”が表示されます。




