
平成２２年度公正取引委員会予算執行計画に基づく予算 

執行に関する情報の公表について（第４四半期分等） 

 

平成２３年７月２９日 

 

 平成２２年度公正取引委員会予算執行計画に基づき，平成２２年度第４四半

期に係る予算執行に関する情報等を，迅速な情報開示の観点から，公正取引委

員会予算監視・効率化チーム第６回会合の開催を待たず，平成２３年６月２０

日に次のとおり公表した。 

 

１ 支出負担行為計画の進捗状況（別添１） 

 

２ 項別予算の月別の支出状況（別添２） 

 

３ 庁費及び旅費の月別支出状況（別添２） 

 

４ 委託調査費及びタクシー代の支出状況（別添３） 

 

５ 平成２２年度の少額のものを除く契約に係る情報（競争入札と随意契約の

別，公共工事と物品・役務等の別に区分）（別添４） 

資 料 ３



４月 ５月 ６月
第１四
半期計

７月 ８月 ９月
第２四
半期計

累計 １０月 １１月 １２月
第３四
半期計

累計 １月 ２月 ３月
整理
期間

第４四
半期計

累計

支出負担
行為計画

13,143 13,658 26,801 6,919 33,720 6,244 39,964

（39,964）
支出負担
行為実績

326 2,560 1,430 4,316 1,363 2,734 2,221 6,318 10,634 4,063 3,159 6,458 13,679 24,314 5,194 2,349 3,669 1,174 12,386 36,700

支出負担
行為計画

22,885 4,973 27,858 5,944 33,802 4,429 38,231

（38,231）
支出負担
行為実績

6,520 2,262 6,600 15,382 2,687 1,171 1,457 5,316 20,698 4,155 3,402 2,773 10,330 31,028 -1 2,361 4,174 10 6,544 37,572

支出負担
行為計画

361,967 122,746 484,713 122,676 607,389 109,749 717,138

（717,138）
支出負担
行為実績

294,728 18,420 34,082 347,230 25,378 22,092 26,505 73,975 421,205 33,094 43,525 39,062 115,681 536,886 14,918 23,549 25,449 -19,359 44,557 581,443

支出負担
行為計画

11,890 15,112 27,002 7,799 34,801 5,424 40,225

（40,225）
支出負担
行為実績

1,795 848 1,199 3,841 414 4,858 1,119 6,392 10,233 2,258 2,579 1,710 6,547 16,780 9,369 3,889 2,843 1,572 17,675 34,454

（注）計画は四半期別に策定しており，実績については，月次で集計する。

（目）職員旅費

（目）外国旅費

（目）庁費

（目）経済実態
　　　等調査費

平成２２年度公正取引委員会予算執行計画における支出負担行為計画の進捗状況

（単位：千円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

別
添
１
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【項別予算】
（単位：千円）

支　　　出　　　金　　　額

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月
出納整
理期間

合 計

（項）公正取引委員会 535,870 578,397 1,100,809 739,659 475,985 547,019 564,797 528,076 1,236,679 589,892 579,664 606,290 324,700 8,407,837

【庁費】
（単位：千円）

支　　　出　　　金　　　額

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月
出納整
理期間

合 計

庁　　　費 3,600 21,301 41,198 36,380 28,248 30,703 38,968 49,215 39,966 43,400 52,298 155,778 40,388 581,443

経済実態等調査費 349 274 831 424 3,472 1,751 1,759 1,619 3,476 7,302 1,571 2,575 9,049 34,454

【旅費】
（単位：千円）

支　　　出　　　金　　　額

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月
出納整
理期間

合 計

職員旅費 326 2,560 1,430 1,363 2,734 2,221 4,063 3,159 6,458 5,194 2,349 3,669 1,174 36,700

外国旅費 6,520 2,262 6,600 2,687 1,171 1,457 4,155 3,402 2,773 -1 2,361 4,174 10 37,572

平成２２年度　公正取引委員会の項別予算，庁費及び旅費の月別支出状況

目

目

別
添
２

toheiakira
テキストボックス
　　　　　                                                                                                       ２



平成２２年度　公正取引委員会の委託調査費及びタクシー代に関する支出状況

【委託調査費】
（単位：千円）

支　　出　　金　　額

４月～６月 ７月～９月 10 月～ 12 月
１月～３月・
出納整理期間

合 計

委託調査費 0 0 0 0 0

【タクシー代】
（単位：千円）

支　　出　　金　　額

４月～６月 ７月～９月 10 月～ 12 月
１月～３月・
出納整理期間

合 計

タクシー代 1,268 1,086 3,714 2,143 8,212

使　　途

使　　途

別
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

No
物品役務等の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格

契約金額
(円，税込み)

落札率 備考

1 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟
内部改修工事

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.10.15 ㈱東工務店
東京都荒川区東尾久3丁目9
番15号

一般 - 4,504,500 -

toheiakira
テキストボックス
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格

契約金額
(円，税込み)

落札率 備考

1 インターネット接続サービス
一式の調達

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱インターネットイニシアティブ
東京都千代田区神保町1-105

一般 - １ヶ月当たり
805,770

-

2 公正取引委員会ＬＡＮシス
テム運用支援業務一式

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 富士ソフト㈱
神奈川県横浜市中区桜木町
一丁目1番地

一般 - １ヶ月当たり
1,730,400

-

3 公正取引委員会内ネット
ワーク用拠点間回線提供に
関する契約

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町1-1-6

一般 - 7,412,878 -

4 平成22年度会計事務補助
業務の労働者派遣

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚1丁目57番
7号

一般 - 2,112,169 -

5 国際競争ネットワーク（ＩＣ
Ｎ）カルテルワークショップ
会場の供出業務等

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱東急ホテルズ
東京都渋谷区南平台町5番6
号

一般 - 14,221,725 -

6 平成22年度公正取引委員
会情報化統括責任者（ＣＩ
Ｏ）補佐官業務一式

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ＮＴＴデータ㈱
東京都江東区豊洲3-3-3

一般 - 4,891,950 -

7 公正取引委員会LANシステ
ム機器類のハードウェア保
守契約（平成22年度）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 富士通㈱
東京都港区東新橋一丁目5番
2号

一般 - 4,466,322 -

8 平成２２年度公正取引委員
会における電話交換業務
の委託

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱テレネット
東京都新宿区北新宿1-1-16

一般 - 4,878,720 -

9 平成２２年度自動車運行管
理業務の委託

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 日本総合サービス㈱
東京都港区港南1丁目6番34
号

一般 - 1台当たりの月

額227,850
-
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格

契約金額
(円，税込み)

落札率 備考

10 平成２２年度コピー用紙の
購入（単価契約）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱セイワビジネスサプライズ
東京都港区虎ノ門1-22-16

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

11 平成２２年度定期刊行物等
の購入（単価契約）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 東京官書普及㈱
東京都千代田区神田錦町1-2

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

12 文書溶解処理業務の請負 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 名古路紙業㈱
東京都板橋区加賀1－12－1

一般 - 1㎏当たり
10.5

-

13 平成２２年度公正取引委員
会電話交換設備保守業務

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ＮＥＣネッツエスアイ㈱
東京都品川区東品川一丁目３
９番９号

一般 - 1,417,500 -

14 平成２２年度定期消耗品の
購入（単価契約）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

15 平成２２年度健康診断，眼
精疲労検査及び新規採用
者健康診断の実施に係る
業務委託（単価契約）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 医療法人財団三友会
東京都江東区木場1丁目5番
25号

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

16 平成２２年度独占禁止法等
講習会実施業務

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.5.14 公益財団法人公正取引協会
東京都港区虎ノ門1丁目15番
12号

一般 - 2,662,186 -

17 国際競争ネットワーク（ＩＣ
Ｎ）カルテルワークショップ
会議運営業務

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.5.27 ㈱ステージ
東京都豊島区高松1丁目11番
16号

一般 - 2,802,870 -

18 公正取引委員会ＬＡＮシス
テム用パーソナルコン
ピュータ２０２式の借入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.6.15 リコーリース㈱
東京都江東区東雲1丁目7番
12号

一般 - １ヶ月当たり
432,495

-

19 平成２２年度における競争
政策関係論文等インデック
ス作成事業の委託業務

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.6.15 ㈱ＳＡＹ企画
東京都豊島区東池袋1丁目番
48番10号

一般 - 945,000 -
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格

契約金額
(円，税込み)

落札率 備考

20 トナーカートリッジ等の調達
（単価契約）

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.6.22 オフィネット・ドットコム㈱
東京都中央区日本橋小伝馬
町4番2号

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

21 荷物運送業務の委託 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.7.25 佐川急便㈱
京都府京都市南区上鳥羽
角田町68番地

一般 - 品目ごとの単
価契約

-

22 平成２２年度定期下請事業
者調査対象事業者のあて
名データ作成作業

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.7.28 ㈱ＳＡＹ企画
東京都豊島区東池袋1丁目番
48番10号

一般 - 1,890,000 -

23 平成２２年度定期下請事業
者調査票等の印刷及び封
入作業等

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.9.2 ㈱東京メールセンター
東京都江戸川区臨海町5-2-2

一般 - 5,354,678 -

24 公正取引委員会LANシステ
ム用ファイルサーバの更新

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.9.8 ＮＴＴファイナンス㈱
東京都港区芝浦一丁目2番1
号

一般 - 11,418,540 -

25 WindowsServer 2008
DeviceCAL の購入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.10.28 ㈱第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般 - 2,289,319 -

26 物品等移転作業及び物品
等配置換作業一式

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.11.5 アートコーポレーション㈱
大阪府大東市泉町2丁目14番
11号

一般 - 4,725,000 -

27 公正取引委員会内ネット
ワーク一部新設に伴うL２ス
イッチ及び既存L３スイッチ
用モジュールの調達

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.11.8 ソレキア㈱
東京都大田区西蒲田7-37-10

一般 - 4,179,000 -

28 移動式書庫の購入一式 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.11.11 ㈱第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般 - 10,185,000 -

29 公正取引委員会ネットワー
ク移設に伴うＬ３/Ｌ２スイッ
チ等の設定作業

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.12.7 ソラン㈱
東京都港区三田3-11-24

一般 - 2,761,500 -
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及び数

量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格

契約金額
(円，税込み)

落札率 備考

30 収納庫等の購入 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.12.13 ㈱セイワビジネスサプライズ
東京都港区虎ノ門一丁目22番
16号

一般 - 12,928,650 -

31 公正取引委員会ＬＡＮ内の
セキュリティ関連システム用
サーバの更新

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.12.15 日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三丁
目4-1

一般 - 2,787,750 -

32 災害非常用物品及び感染
症対策用品の購入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.12.17 ㈱ミヤギ
東京都中央区日本橋人形町
2-4-3

一般 - 3,063,480 -

33 ソフトウェアライセンス（シマ
ンテックアンチウイルス用ラ
イセンス等）の調達

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.2.3 アルファコンピュータ㈱
東京都品川区北品川1-10-4

一般 - 4,300,380 -

34 公正取引委員会ホーム
ページのバリアフリー化に
関する調査等

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.2.3 ㈱リヴァージュ
東京都千代田区麹町5-1

一般 - 1,354,500 -

35 公正取引委員会図書館蔵
書検索システム用データ
ベースサーバー等の更新

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.2.10 三信電気㈱
東京都港区芝4-4-12

一般 - 3,129,000 -

36 メールアーカイブシステム
の導入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.2.18 富士ソフト㈱
東京都千代田区神田練塀町3

一般 - 4,020,849 -

37 複合機及びプリンタ用ログ
管理ソフトウェアの導入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.3.7 アルファコンピュータ㈱
東京都品川区北品川1-10-4

一般 - 3,034,500 -
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及

び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格

契約金額
（円，税込み）

落札率
再就職の
役員の数

備考

東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町5-6-6

日個連東京都営業協同組合
東京都豊島区巣鴨1-9-1

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町4-
15-11
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北2-1-
20
チェッカーキャブ無線協同組
合
東京都中央区銀座8-11-1
東都タクシー無線協同組合
東京都豊島区西池袋5-13-13

イーエム自交無線協同組合
東京都中央区築地1-4-11

日の丸自動車㈱
東京都文京区後楽1-1-8

2

給与等事務処理システ
ム運用支援業務

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 富士通㈱
東京都港区東新橋1-5-2

本件業務は，同システムを安
定稼動するために必要なシス
テム障害発生時の原因分析，
修正，操作方法の疑義等への
対応を行うものである。この作
業には，迅速なシステム障害
等への対応が可能であり，ま
た，システムの品質維持を保
つためシステム構造の熟知が
不可欠であり，同システムを
開発し，プログラムの改修を
行っている同社以外には対応
できないことから，会計法第29
条の3第4項に該当するため

4,468,360 4,211,550 94.3% -

3

情報サービス「日経テ
レコン21」

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 日経メディアマーケティング㈱
東京都千代田区大手町1-9-5

当該情報サービスの提供者で
あり，他に同サービスの提供
者が存在しないことから，会計
法第29条の3第4項に該当す
るため

- 予定調達総額
7,765,000

- - 単価契約

運輸局認可料
金

- -

1

タクシーの借り上げ 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 会計法第29条の3第4項（公募
案件）
公募を行い，申込みのあった
要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであり，契約
相手の選定を許さないため

-
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及

び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格

契約金額
（円，税込み）

落札率
再就職の
役員の数

備考

4

ＮＨＫ放送受信 支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 日本放送協会
東京都渋谷区神南2-2-1

本契約は，放送法第32条の規
定により同協会との契約が義
務付けられていることから，会
計法第29条の3第4項に該当
するため

1,064,805 1,064,805 100.0% -

5

情報サービス「時事ゼ
ネラルニュースウェブ」
及び複写利用許諾料

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱時事通信社
東京都中央区銀座5-15-8

当該情報サービスの提供者で
あり，他に同サービスの提供
者が存在しないことから，会計
法第29条の3第4項に該当す
るため

2,362,500 2,362,500 100.0% -

6

公共工事入札提供情
報サービス「入札ネット
＋α」

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 建設データ㈱
東京都台東区池之端1-4-28

当該情報サービスの提供者で
あり，他に同サービスの提供
者が存在しないことから，会計
法第29条の3第4項に該当す
るため

1,008,000 1,008,000 100.0% -

7

ＬＡＮ用パーソナルコン
ピュータ331式の賃貸
借

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 東京センチュリーリース㈱
東京都港区浜松町2-4-1

平成18年度から4年間使用す
ることを前提に平成18年5月に
入札を実施し，同社が落札し
たものであり，1年間のみ使用
することを前提に入札を行う
場合と比較して安価であり，会
計法第29条の3第4項に該当
するため

2,368,674 2,368,674 100.0% -

8

統合型法律情報サー
ビス「判例秘書.JP」
サービスの利用

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱エル・アイ・シー
東京都港区南青山2-6-18

当該情報サービスの提供者で
あり，他に同サービスの提供
者が存在しないことから，会計
法第29条の3第4項に該当す
るため

1,058,400 1,058,400 100.0% -

9

富士ゼロックス社製の
複合機11台の保守

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木3-1-1

同社製の複合機の保守を行う
ことができる業者は同社しか
いないことから，会計法第29
条の3第4項に該当するため

- 予定調達総額
9,615,000

- - 単価契約

10

電子証拠収集用電子
機器類の保守

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.4.1 ㈱フォーカスシステムズ
東京都品川区東五反田2-7-8

当該保守サービスの提供者で
あり，他に同サービスの提供
者が存在しないことから，会計
法第29条の3第4項に該当す
るため

1,035,300 1,035,300 100.0% -
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

No
物品役務等の名称及

び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を
締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格

契約金額
（円，税込み）

落札率
再就職の
役員の数

備考

11

ＬＡＮ用パーソナルコン
ピュータ141式の賃貸
借

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.7.30 東京センチュリーリース㈱
東京都港区浜松町2-4-1

平成18年度から4年間使用す
ることを前提に平成18年5月に
入札を実施し，同社が落札し
たものであり，1年間のみ使用
することを前提に入札を行う
場合と比較して安価であり，会
計法第29条の3第4項に該当
するため

2,804,450 2,804,450 100.0% -

12

物品管理システムV3.0
の購入

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H22.10.1 ㈱富士通四国システムズ
愛媛県松山市永代町13

本バージョンアップソフトは同
社のパッケージ製品であり，
同社以外に販売していないこ
とから，会計法第29条の3第4
項に該当するため

4,105,332 4,042,500 98.5%

-

13

公正取引委員会英文
ホームページ改定作業
等

支出負担行為担当官
公正取引委員会事務総局
官房総務課会計室長　滝明良
東京都千代田区霞が関1-1-1

H23.2.8 ㈱ユニモト
東京都杉並区梅里1-8-7

企画競争による調達であり，
契約の相手方の提案内容が
最も優秀なものとして選定さ
れ，競争を許さないことから，
会計法第29条の3第4項に該
当するため

- 3,210,900 -

-
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