
※　施工途中の場合、90％、完了時（提出書類共完了）は、100％で調整しています。 34.05857741 ％）

年 月 日 現在における、
（下記、a・b　該当検査を、〇で選択ください）

ａ 出来高検査　を、上記出来高調書に基づき、申請します。 検査申請会社・申請者

b 完成検査　を、自主検査完了報告・竣工図書を提出したので、申請します。
（該当工種。各種検査報告書・品質書類保証書を含みます）

検査合格の際には、上記のとおり請求します。 年 月 日

年 月 日 現在における、 木内建設株式会社

（下記、a・b　該当検査を、〇で選択ください）

ａ 出来高検査 申請に基づき、上記出来高調書の内容について、確認検査の結果、合格です。

b 完成検査 申請に基づき、上記　自主検査完了報告・竣工図書を提出を受け、確認検査の結果、合格です。
（該当工種。各種検査報告書・品質書類保証書を含みます）

今月請求金内での請求を認めます。
※押印後、本書写しを、協力業者に返却 2017.1 改訂版

工事名 （仮称）○○ビル新築工事年 10 月度 検査申請書・出来高調書

月 日工種・項目 　型枠工事
施工工期

着工

合計契約金額 ￥ 11,950,000

年

完成 年 月 日

A 契約金額 B
先月迄の

累計支払金額
C

今月迄の
累計出来高金額

出来高％
D=（C/A）

調整係
数（E）

2,450,000 900,000 1,250,000

調整累計請求金額
F=C*E　（改め金額　万円単位）

今月の請求金額
G=F-B

契約金額に対する残額
H=A-F

5,250,000 250,000 2,700,000 51.4

％ 90%3,700,000 1,550,000 2,722,500 73.6

3,000,000 1,800,000 3,000,000 100.0

％ 90% 2,430,000 2,180,000 2,820,000

％ 100%

％

3,000,000 1,200,000

％　

％

.　　　. .　　　.

工種・項目

①

②

③

④

⑤

4,070,000

(残額率

11,950,000合　　　計 3,600,000 8,422,500 7,880,000 4,280,00070.5 ％

型枠工務店

工事番号

217 000 0

協力業者名

型枠工務店

注文No

004234

タイル工事

10 　月度　検査　合格確認書

所　　　長 担　当　者　　　　

印

002234

杭工事

003234

000123

土工事

123456

型枠工事

567890

コンクリート工事

防水工事

2019

001234

鉄筋工事

　

％⑥

⑦

↓ 最早着工・最遅完成日を入れる

↑ A列 (契約金額) と C列 (今月までの～) は別シート出来高内訳①～⑦を参照しています

↑ 先月までの入金額を記載

← 注文書 毎 に記載

← 注文書に記載されています

いずれかを、囲んでください

いずれかを、囲んでください

↓ 締め日を入れる

← 主要工種を入れる

← 注文書に記載の番号を入れる



単位 % %

㎥ 100.0% 100.0%

㎥

㎥ 100.0% 100.0%

73.6% 73.6%

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 000123
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高

備　考工種・項目 土工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額 数　量 金　　額

2,200.0 450 990,000 990,000 2,200.0 990,000

1,150.0 850 977,500

1,050.0 1,650 1,732,500 1,732,500 1,050.0 1,732,500

埋戻し

掘削

残土処分

小　　計 3,700,000 2,722,500 2,722,500



単位 % %

㎡ 16.0% 40.0%

㎡ 57.1%

5.3% 51.4%2,700,000小　　計 5,250,000 280,000

2,000,000

700,000

打放型枠 875.0 4,000 3,500,000 500.0

普通型枠 500.0 3,500 1,750,000 280,000 200.0

数　量 金　　額
備　考工種・項目 型枠工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 123456
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高



単位 % %

㎥ 100.0% 100.0%

㎥ 100.0% 100.0%

㎥ 100.0% 100.0%

㎥ 100.0% 100.0%

㎥ 100.0% 100.0%

㎥ 100.0%

㎥ 100.0%

㎥ 100.0%

67.3% 100.0%3,000,000小　　計 3,000,000 2,020,000

105,000

420,000

PH階 150.0 700 105,000 150.0

455,000

6階 600.0 700 420,000 600.0

455,000

5階 650.0 700 455,000 650.0

490,000

4階 650.0 700 455,000 455,000 650.0

490,000

3階 700.0 700 490,000 490,000 700.0

560,000

2階 700.0 700 490,000 490,000 700.0

25,000

1階 800.0 700 560,000 560,000 800.0

捨コン 50.0 500 25,000 25,000 50.0

打設手間

数　量 金　　額
備　考工種・項目 コンクリート工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 567890
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高



単位 % %

小　　計

数　量 金　　額
備　考工種・項目 鉄筋工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 001234
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高



単位 % %

小　　計

数　量 金　　額
備　考工種・項目 杭工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 002234
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高



単位 % %

小　　計

数　量 金　　額
備　考工種・項目 防水工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 003234
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高



単位 % %

小　　計

数　量 金　　額
備　考工種・項目 タイル工事

名　　称 数　量 単価 金　　額 金　　額

協力業者名 型枠工務店 作業所名 （仮称）○○ビル新築工事

注文書№ 004234
契　　約    金   額 先月迄の累計出来高 今月迄の累計出来高


