
工事台帳(要素別)
どっと建設株式会社

D2001001-00 営業担当者 鈴木　慎一郎 27,514,370

現場代理人 林　健二 11,485,630 消費税額 税込金額

主任技術者 林　健二 29.45% 2,720,000 36,720,000

監理技術者 杉山　雅博 4,680,000 400,000 5,400,000

部門 土木部 6,805,630

工事原価 22,208,188 17.45%

14/10/06 ／ 請負額－原価 16,791,812 20,520,000

14/10/06 ～ 実質利益率 43.06% 21,600,000

14/10/06 ～ 消化率 80.71% 48.72% 3,120,000 42,120,000

数量 単位 単価 税抜金額

消費税

0

0

1.00 式 13,815.0 13,815

1,105

520.00 m3 11,400.0 5,928,000

474,240

815.00 m3 11,400.0 9,291,000

743,280

1.00 ｔ 8,500.0 8,500

680

15,241,315

1,219,305

15,241,315

1,219,305

1.00 式 13,815.0 13,815

1,105

8.00 ｈ 4,550.0 24,960

0

56.00 ｈ 3,500.0 134,400

0

10.00 ｈ 3,500.0 24,000

0

3.00 ｈ 4,375.0 9,000

0

7.00 ｈ 4,375.0 21,000

0

40.00 ｈ 3,500.0 96,000

0

1.00 ｈ 5,250.0 3,600

0

税抜金額

工事場所 横浜市都筑区矢吹地内 目標利益率 14/10/06 34,000,000
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2017/08/31

『全期間対象:ON』『出力対象:期間内に発生したデータのみ表示』『売上区分:受注額』

工事
実行予算 受注（請負金額）

県道１５号線道路改良工事 目標利益 日付

発注者 （株）横浜土木 一般管理費 14/11/30 5,000,000

工事概要 道路延長350ｍ 目標純利益

目標純利益率

受注日/完成日 15/03/31 入金額

契約工期 15/01/31 未収入金

実施工期 15/05/20 回収率 合計 39,000,000

《　 繰越残高 　》

要素 品名 費目 種別

要素内訳 業者 工種

材料費 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 直接工事費 人力打設

材料費 吉田生コンクリート（株） コンクリート工

材料費 材料費 （省略）

材料費 配賦業者

材料費 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 直接工事費 基層工(機械)車道

材料費 金沢地区生コンクリート協同組合 アスファルト舗装工

材料費 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 直接工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

材料費 吉田生コンクリート（株） コンクリート工

《 要 素 計 》

《 要 素 内 訳 計 》

労務費 手入力用 直接工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

労務費 社内原価 土工

労務費 労務費 （省略）

労務費 配賦業者

労務費 手入力用 直接工事費 残土処理

労務費 社内原価 土工

労務費 手入力用 直接工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

労務費 社内原価 土工

労務費 手入力用 直接工事費 人力打設

労務費 社内原価 コンクリート工

労務費 手入力用 直接工事費 残土処理

労務費 社内原価 土工

労務費 手入力用 直接工事費 人力打設

労務費 社内原価 コンクリート工

労務費 手入力用 直接工事費 人力打設

労務費 社内原価 コンクリート工



工事台帳(要素別)
どっと建設株式会社

D2001001-00 営業担当者 鈴木　慎一郎 27,514,370

現場代理人 林　健二 11,485,630 消費税額 税込金額

主任技術者 林　健二 29.45% 2,720,000 36,720,000

監理技術者 杉山　雅博 4,680,000 400,000 5,400,000

部門 土木部 6,805,630

工事原価 22,208,188 17.45%

14/10/06 ／ 請負額－原価 16,791,812 20,520,000

14/10/06 ～ 実質利益率 43.06% 21,600,000

14/10/06 ～ 消化率 80.71% 48.72% 3,120,000 42,120,000

数量 単位 単価 税抜金額

消費税

8.00 ｈ 4,550.0 24,960

0

8.00 ｈ 3,500.0 19,200

0

24.00 ｈ 3,500.0 57,600

0

16.00 ｈ 2,400.0 38,400

0

8.00 ｈ 4,550.0 24,960

0

4.00 ｈ 2,400.0 9,600

0

4.00 ｈ 3,500.0 9,600

0

4.00 ｈ 3,500.0 9,600

0

8.00 ｈ 3,120.0 24,960

0

4.00 ｈ 4,550.0 12,480

0

24.00 ｈ 1,625.0 74,880

0

20.00 人 15,500.0 310,000

24,800

943,015

25,905

8.00 ｈ 3,500.0 28,000

0

28,000

0

税抜金額

工事場所 横浜市都筑区矢吹地内 目標利益率 14/10/06 34,000,000
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2017/08/31

『全期間対象:ON』『出力対象:期間内に発生したデータのみ表示』『売上区分:受注額』

工事
実行予算 受注（請負金額）

県道１５号線道路改良工事 目標利益 日付

発注者 （株）横浜土木 一般管理費 14/11/30 5,000,000

工事概要 道路延長350ｍ 目標純利益

目標純利益率

受注日/完成日 15/03/31 入金額

契約工期 15/01/31 未収入金

実施工期 15/05/20 回収率 合計 39,000,000

労務費 手入力用 直接工事費 人力打設

労務費 社内原価 コンクリート工

要素 品名 費目 種別

要素内訳 業者 工種

労務費 手入力用 直接工事費 残土処理

労務費 社内原価 残土処理工

労務費 手入力用 直接工事費 上層路盤工(歩道)

労務費 社内原価 路盤工

労務費 手入力用 直接工事費 残土処理

労務費 社内原価 残土処理工

労務費 手入力用 直接工事費 残土処理

労務費 社内原価 残土処理工

労務費 手入力用 直接工事費 ■測量

労務費 社内原価 準備工

労務費 手入力用 直接工事費 ■測量

労務費 社内原価 準備工

労務費 手入力用 直接工事費 基層工(機械)車道

労務費 社内原価 アスファルト舗装工

労務費 手入力用 直接工事費 基層工(機械)車道

労務費 社内原価 アスファルト舗装工

労務費 手入力用 直接工事費 基層工(機械)車道

労務費 社内原価 アスファルト舗装工

労務費 手入力用 直接工事費 基層工(機械)車道

労務費 社内原価 アスファルト舗装工

《 要 素 内 訳 計 》

労務費 作業員 直接工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

労務費 西山電工（株） コンクリート工

《 要 素 内 訳 計 》

労務費 労務費 直接工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

賃金手当 社内原価 土工



工事台帳(要素別)
どっと建設株式会社

D2001001-00 営業担当者 鈴木　慎一郎 27,514,370

現場代理人 林　健二 11,485,630 消費税額 税込金額

主任技術者 林　健二 29.45% 2,720,000 36,720,000

監理技術者 杉山　雅博 4,680,000 400,000 5,400,000

部門 土木部 6,805,630

工事原価 22,208,188 17.45%

14/10/06 ／ 請負額－原価 16,791,812 20,520,000

14/10/06 ～ 実質利益率 43.06% 21,600,000

14/10/06 ～ 消化率 80.71% 48.72% 3,120,000 42,120,000

数量 単位 単価 税抜金額

消費税

971,015

25,905

1.00 式 6,907.0 6,907

553

6,907

553

14.00 日 20,000.0 280,000

0

6.00 日 20,000.0 120,000

0

7.00 日 20,000.0 140,000

0

8.00 ｈ 550.0 4,400

0

4.00 ｈ 650.0 2,600

0

547,000

0

8.00 日 24,000.0 192,000

0

7.00 日 24,000.0 168,000

0

2.00 ｈ 600.0 1,200

0

3.00 日 11,800.0 35,400

2,832

396,600

2,832

950,507

3,385

税抜金額

工事場所 横浜市都筑区矢吹地内 目標利益率 14/10/06 34,000,000
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2017/08/31

『全期間対象:ON』『出力対象:期間内に発生したデータのみ表示』『売上区分:受注額』

工事
実行予算 受注（請負金額）

県道１５号線道路改良工事 目標利益 日付

発注者 （株）横浜土木 一般管理費 14/11/30 5,000,000

工事概要 道路延長350ｍ 目標純利益

目標純利益率

受注日/完成日 15/03/31 入金額

契約工期 15/01/31 未収入金

実施工期 15/05/20 回収率 合計 39,000,000

《 要 素 計 》

要素 品名 費目 種別

要素内訳 業者 工種

《 要 素 内 訳 計 》

仮設機械 機械費 （省略）

機械費 配賦業者

仮設機械 社内機械・設備機械 直接工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

機械損料(重機)社内原価 土工

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(重機)社内原価

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(重機)社内原価

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(重機)社内原価

《 要 素 内 訳 計 》

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(重機)社内原価

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(車両)社内原価

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(車両)社内原価

仮設機械 ﾕﾆｯｸ 直接工事費 残土処理

機械損料(車両)（株）レンタルドットコム 残土処理工

仮設機械 社内機械・設備機械

機械損料(車両)社内原価

《 要 素 計 》

《 要 素 内 訳 計 》



工事台帳(要素別)
どっと建設株式会社

D2001001-00 営業担当者 鈴木　慎一郎 27,514,370

現場代理人 林　健二 11,485,630 消費税額 税込金額

主任技術者 林　健二 29.45% 2,720,000 36,720,000

監理技術者 杉山　雅博 4,680,000 400,000 5,400,000

部門 土木部 6,805,630

工事原価 22,208,188 17.45%

14/10/06 ／ 請負額－原価 16,791,812 20,520,000

14/10/06 ～ 実質利益率 43.06% 21,600,000

14/10/06 ～ 消化率 80.71% 48.72% 3,120,000 42,120,000

数量 単位 単価 税抜金額

消費税

1.00 式 41,444.0 41,444

3,315

10.00 m3 50,000.0 500,000

40,000

10.00 m3 50,000.0 500,000

40,000

700.00 m2 710.0 497,000

39,760

1,400.00 m2 2,500.0 3,500,000

280,000

5,038,444

403,075

5,038,444

403,075

1.00 式 4,144.0 4,144

332

4,144

332

4,144

332

1.00 式 2,763.0 2,763

221

2,763

221

2,763

221

22,208,188

1,652,223

税抜金額

工事場所 横浜市都筑区矢吹地内 目標利益率 14/10/06 34,000,000
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2017/08/31

『全期間対象:ON』『出力対象:期間内に発生したデータのみ表示』『売上区分:受注額』

工事
実行予算 受注（請負金額）

県道１５号線道路改良工事 目標利益 日付

発注者 （株）横浜土木 一般管理費 14/11/30 5,000,000

工事概要 道路延長350ｍ 目標純利益

目標純利益率

受注日/完成日 15/03/31 入金額

契約工期 15/01/31 未収入金

実施工期 15/05/20 回収率 合計 39,000,000

外注費 外注費 （省略）

外注費 配賦業者

要素 品名 費目 種別

要素内訳 業者 工種

外注費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（２） 直接工事費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

外注費 清見建設（株） 土工

外注費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（１） 直接工事費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

外注費 清見建設（株） 土工

外注費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 直接工事費 基層工(機械)車道

外注費 西川道路（株） アスファルト舗装工

外注費 路盤工 直接工事費 上層路盤工(歩道)

外注費 西川道路（株） 路盤工

《 要 素 計 》

《 要 素 内 訳 計 》

《 要 素 内 訳 計 》

直接経費 現場経費 （省略）

直接経費 配賦業者

給与等 一般経費 （省略）

その他 配賦業者

《 要 素 計 》

《 要 素 計 》

《 要 素 内 訳 計 》

《 総 合 計 》


