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1. はじめに

【工場全体のアワーレートが簡単に計算】

本マニュアルは、利益まっくす無料試用版の操作方法のマニュアルです。

無料試用版を使えば、人のアワーレート、設備のアワーレートが簡単に計算できます。

製品の製造時間を入力すれば間接費用、販管費を含んだ見積金額が計算できます。

【現場ごとにアワーレート分ける場合は有料版をご利用願います】

無料試用版はアワーレートが1種類に制限されます。

現場ごとにアワーレートを分けて、2種類以上のアワーレートを使用する場合は有料版をご利用ください。

無料版は、予めダミーデータが入っています。

ダミーデータを自社の値に修正することで、簡単に使用することができます。

2. ダミーデータのアワーレート確認

ユーザーIDとパスワードを入力しログインすると、メニュー画面が表示されます。

をクリックします。初期設定
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をクリックします。

をクリックします。

最終入力

アワーレート
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現在入っているダミーデータで計算したアワーレートが表示されます。

アワーレートは、段取と加工、人と設備それぞれ計算します。

をクリックして最終入力メニューに戻ります。

をクリックして初期設定メニューに戻ります。

なお画面上部の　　　　　　　　　　　　　　　　を直接クリックしても移動できます。

戻る

初期設定画面に戻る

初期設定

直接クリックしても移動可能

人のアワーレート(段取と加工)

設備のアワーレート(段取と加工)102間接費用はアワーレートは計算しない
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3. 決算書の入力

をクリックします。

をクリックします。

決算書入力

売上高
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売上高を、自社の売上高に変更します。

変更するには最初に右端の　　　　　　　をクリックします。

決算書の　　　　　　の金額を入力します。

編集
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　　　　　　をクリックして金額を修正した後　　　　　　をクリックします。

売上高の修正は完了です。

一番下右の　　　　　　　　　　　　　　　　　というボタンをクリックして、材料費を修正します。

登録

材料費へ

編集
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　　　　　　をクリックして決算書の材料費を入力し　　　　　　をクリックします。

決算書　製造原価報告書の　　　　　　　の金額を入力します。

登録編集
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材料費、外注費は値を変更して　　　　　をクリックした後、右上の　　　　　　　　　　　　　を必ずクリックします。

　　　　　　　　　　　　　をクリックしないと、変更した結果がアワーレートの計算に反映されません。

一番下の右側の　　　　　　　　　　　　　　　　　というボタンをクリックします。

自動分配設定

自動分配設定

外注費へ

必ずクリックする

登録
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　　　　　　をクリックして決算書の外注費を入力し　　　　　　をクリックします。

外注費は決算書の製造経費の中にある場合もあります。

その場合は外注費の金額を入力します。

製造原価報告書の　　　　　　　の金額を入力します。

製造経費の中にある場合もあります。

この中にある場合もある

登録編集
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　　　　　をクリックした後、必ず　　　　　　　　　　　　をクリックします。

一番下の右側の　　　　　　　　　　　　　　　　　というボタンをクリックします。

自動分配設定

労務費へ

必ずクリックする

登録

10



　　　　　　をクリックした後、決算書の労務費を入力し　　　　　　をクリックします。

製造原価報告書の　　　　　　　　の金額を入力します。

一番下の右側の　　　　　　　　　　　　　　　　　というボタンをクリックします。

登録

その他費用へ

編集
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　　　　　をクリックした後、製造経費の合計を入力し　　　　　　をクリックします。

外注費が製造経費の中にある場合は、製造経費合計から外注費をマイナスします。

( この場合は　入力値 = 製造経費合計 － 外注費　)

一番下の右側の　　　　　　　　　　　　　　　　　というボタンをクリックして販管費を修正します。

登録

販管費へ

外注費が製造経費の中にある場合、製造経

費合計から外注費の金額をマイナスする

編集

12



　　　　　をクリックした後、決算書の販管費の合計を入力し　　　　　　をクリックします。

一番下の右側の　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックして決算書入力は完了です。

をクリックして、初期設定画面に戻ります。

登録

完了

初期設定画面に戻る

編集
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4. 人と設備の費用の入力

設備と人の費用を修正します。

最初に「作業者、設備計算用エクセル」をダウンロードします。

エクセルの黄色のセルに下記に従って入力します。白色のセルは自動計算されます。

(a) 直接、間接を含めた工場の人数

(b) 製造原価報告書の労務費合計

直接作業者の平均値(残業も含む)

稼働率の平均値は不明な場合は

仮に0.8などとします

後日代表的な数人をサンプルに

計測します。

(k), (l)はゼロとします。

「作業者、設備計算用エクセル」の後半にある人と設備の詳細な計算方法に従って、

ひとりひとりの労務費や就業時間を入力し、合計を計算すればより正確な値が出ます。

しかし人数が多いと手間と時間がかかるので、まずはこの方法で概算することをお勧めします。
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先期の自社の減価償却費、電気代などを参考にして、直接生産に使用する設備の

減価償却費、電気代などを仮に決めます。

(m)直接製造に使用している設備の台数

(n)上記設備の年間の操業時間の平均

(r) は概算の場合はoと同じ値を入力

稼働率が不明な場合、仮に0.8とします。

「作業者、設備計算用エクセル」の後半にある人と設備の詳細な計算方法に従って、

個々の設備の減価償却費、購入金額、耐用年数を入力し、計算すればより正確な値が出ます。

しかし設備が多いととても手間と時間がかかるので、まずはこの方法で概算することをお勧めします。

直接製造設備の減価償却費が不明な場合、直
接製造費用の減価償却費の比率を仮に70%
と決めて概算します。

直接製造設備の電気代が不明な場合、直接製
造費用の電気代の比率を仮に50%と決めて
概算します。
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ここから利益まっくすに戻り、値を入力します。

初期設定メニューから　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

左の現場コード　プルダウンメニューから　　　　　　　　　　　　　　　　を選択します。

設備情報入力

101直接製造費用
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エクセルで計算したo, p, q, r, s の値を入力します。

変更は右端の　　　　　　をクリックし、金額を修正し　　　　　　をクリックします。

入力後一番下　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

右下に間接費用を含まない設備のアワーレートが表示されます。

設備のアワーレートの値を確認したら　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

登録編集

設備情報確認画面へ

完了

間接費用を含まない

アワーレート

o rqp

同じ金額を入力

s

直接 100.0

変更しない
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初期設定メニューから　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

左の現場コード　プルダウンメニューから　　　　　　　　　　　　　　　　を選択します。

作業者情報入力

101直接製造費用
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エクセルで計算したg,h,iの値を入力します。

変更は右端の　　　　　　をクリックし、金額を修正し　　　　　　をクリックします。

入力後一番下　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

右下に間接費用を含まない人のアワーレートが表示されます。

人のアワーレートの値を確認したら　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

作業者情報確認画面へ

戻る

編集

g h i

直接 100.0

変更しない

登録

間接費用を含まない

アワーレート
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左の現場コード　プルダウンメニューから　　　　　　　　　　　　　　　　を選択します。

エクセルで計算したj,k,l の値を入力します。

変更は右端の　　　　　　をクリックし、金額を修正し　　　　　　をクリックします。

入力後一番下　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

102間接製造費用

作業者情報確認画面へ

登録編集

j k l

間接 0.0

変更しない
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間接製造費用の場合、アワーレートは表示されません。

をクリックし初期設定画面に戻ります。完了

アワーレートは表示

されない
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5. アワーレート、販管費レートの確認

をクリックします。

をクリックします。

最終入力

アワーレート
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右側から3番目の　　　　　　　　をクリックします。

　　　　　　　　をクリックしないと、今まで入力した結果がアワーレートに反映されません。

値を変更した場合は必ず　　　　　　　　をクリックします。

計算された自社のアワーレートを確認します。

このアワーレートには間接作業者の費用と製造経費が含まれています。

をクリックします。

最終入力メニューから　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

必ず再計算をクリック

再計算

再計算

再計算

戻る

販管費レート

アワーレートの値を

確認します
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製造原価に対する販管費の比率　販管費レートの値を確認します。

必ず右側から2番目の　　　　　　　　をクリックします。

をクリックします。

最終入力メニューから　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

必ず再計算をクリック

再計算

戻る

利益率

販管費レート

製造原価に対する販管費の比率

見積計算の販管費はこの比率から

計算している
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売上高に対する営業利益率が左から2番目に表示されます。

これを参考に今期の売上高に対する営業利益率の目標値を入力します。

最初にアワーレートと同様に必ず　　　　　　　　　をクリックします。

　　　　　　をクリックして左から3番目の値を変更します。

例えば、営業利益率が0.06であれば、今期の目標値を0.08とします。

値を変更したら　　　　　　をクリックします。

以上で全ての見積計算に必要な設定はすべて完了です。

をクリックして　最終入力メニューに戻ります。

をクリックして初期設定メニューに戻ります。

をクリックしてメニュー画面に戻ります。

このデータを使って、自社のアワーレートから見積金額が計算できます。

必ず再計算をクリック

再計算

編集

登録

戻る

初期設定画面に戻る

メニューに戻る
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6. 見積金額の計算

メニュー画面から　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

　　　　　　　をクリックして、入っているデータを自社の受注案件に修正します。

受注ID、個数、受注金額だけ入っていれば、他は空欄でも問題ありません。

受注単価は自動的に計算されます。

修正が終われば　　　　　　　をクリックします。

をクリックしてメニュー画面に戻ります。

メニュー画面から　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

最低限、この3つに値が入っていればOK

受注入力

登録

戻る

見積原価計算

編集
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先ほど修正した受注IDをプルダウンメニューから選択します。

受注IDをクリックすると、選択した受注の使用材料が表示されます。

ダミーデータは、キロ300円の鋼材が入っています。

材料を変更する場合、　　　　　　をクリックして使用する材料の材料コードを選択します。

材料が登録されていない場合、　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックして新たに材料を登録します。

材料の登録方法は、本マニュアル 7. 1) 材料の登録 を参照願います。

この鋼材を使用する場合　　　　　　をクリックして使用量を修正し　　　　　　をクリックします。

使用量を修正後、右下の　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

使用量を修正

別の材料を使用する場合は

材料コードを変更

編集

材料情報入力

登録

登録

材料コードが登録されていない場合、ここから登録

編集
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をクリックすると下記の画面が表示されます。

　　　　　　をクリックして自社の製品の段取時間と加工時間に修正し　　　　　　をクリックします。

入力する時間は、1個の製品の、全工程の合計時間です。

(有料版は工程毎に時間を入力できます。)

段取費用は1回の段取費用をロットの数で割って計算します。

(大量生産で段取費用を無視できる場合、段取時間はゼロで構いません。)

デモデータは、人と設備が同じ時間稼働する有人加工です。

外注加工がある場合は、下の外注の欄に製品1個の外注加工費を入力します。

その際、発注先コードの設定は、本マニュアル 7.4) 発注先情報の登録 を参照してください。

時間の修正が終われば、一番下の         　　                    をクリックします。

時間を修正

人と設備、段取りと加工時間

登録

登録

登録

外注加工がある場合、加工順、発注先コード、単価を入力

(発注先の登録は、6.4) 発注先情報の登録 で行う。)

編集
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見積計算の結果が表示されます。

1段目が受注情報、2段目が材料情報と材料費です。

3段目が製造時間です。一番右に製造費用が表示されます。

4段目が外注加工費、5段目が製造原価と見積金額です。

製造原価 = 材料費 + 製造費用 + 外注費　です。

販管費 = 製造原価 × 販管費レート　　です。

目標利益 = (製造原価 + 販管費) × 目標利益率　です。

見積金額 = 製造原価 + 販管費 + 目標利益　　です。

をクリックすればメニュー画面に戻ります。

この場合、見積金額に対し、受注金額が低く

赤字になっている

見積金額=製造原価+販管費+目標利益

完了
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メニュー画面にある　　　　　　　　　　　　　　　　　は、見積原価計算と全く同じやり方です。

ここでは、実際に製造した時の時間を入力します。

見積原価と実績原価を比較し、実際の利益を確認します。

やり方は同じなので説明は省略します。

実績原価計算
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7. 材料、メーカー名、発注先名の登録

1) 材料の登録

新たに材料を登録する場合

デフォルトで入力されている鋼材以外の材料を使用する場合は、初期設定メニューの

初期設定メニューの材料情報入力で材料を登録します。

メニュー画面から　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

をクリックします。

初期設定

材料情報入力
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材料コード(自社の管理番号)、品名、型式、登録単価を入力します。

見積原価の計算で使用するのは材料コードと登録単価のみです。他は空欄でも構いません。

単価は、材料価格の変動を反映できるように最大20まで入力できます。

オレンジの単価が現在使用している単価です。単価はボタンで選択できます。

鋼材以外の区分を使用する場合は、名称情報入力で区分名を設定します。

円キログラム以外の単位を使用する場合も、名称情報入力で設定します。

値を入力したら　　　　　　　　　　　　をクリックする前に必ず右端の　　　　　　をクリックしてください。

メーカー名、代理店名は発注先情報で入力します。

材料コード、品名、型式、登録単価を入力

区分、単位の登録は名称情報入力で行う

メーカー名、代理店名は

発注先情報入力で設定

登録を忘れずにクリックする

登録戻る

編集/登録は右端にあるので横にスクロールする
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2) 材料区分の登録

初期設定メニュー画面から　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

材料区分の入力は、区分のプルダウンメニューから、材料を選択します。

名称情報入力
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任意のコード番号と、区分名を入力し　　　　　　をクリックします。

他の項目は何も入っていなくて構いません。

             　　       をクリックして、初期設定メニュー画面に戻ります。

3) 材料の単位の登録

初期設定メニュー画面から      　　　　                      をクリックします。

単位の入力は区分のプルダウンメニューから、単位を選択します。

コード番号(任意の番号)と区分名を入力

他の項目は空欄でも可

登録

戻る

名称情報入力
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任意のコード番号と、単位名を入力し    　      をクリックします。

他の項目は何も入っていなくて構いません。

戻るをクリックして、初期設定メニュー画面に戻ります。

4) 発注先情報の登録

初期設定メニュー画面から　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックします。

コード番号(任意の番号)と単位名を入力

他の項目は空欄でも可

登録

発注先情報入力
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任意のコード番号と、発注先名、発注内容1、発注内容2を入力し　　　　　　をクリックします。

発注先名にメーカー、商社の区別はありません。

発注先内容1、発注先内容2は、自社で自由に設定してください。

例えば　発注先内容1 は、購入品、外注加工、素材　など

　　発注先内容2は、 メーカー名、切削、メッキ、溶接　などです。

発注先内容1、発注先内容2は、何も入力しなくても問題ありません。

　　　　　　　　　　　　をクリックして、初期設定メニュー画面に戻ります。

本マニュアルのお問合せ先

株式会社　アイリンク

TEL 0564-77-6810

Mail : info@ilink-corp.co.jp

コード番号(任意の番号)と、発注先名、発注内容1、発注内容2を入力単位名を入力

登録

戻る
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