随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

物品役務等の名称及び数量

契約担当者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理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

19,800,000

19,800,000

100.0

－

－

1

株式会社日本政策金融公庫
端末環境の更改等に係るログ分
管財部長 島本 さゆり
析システムの改修（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月1日

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1-6-6

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（政府調達に関
する協定その他の国際約束に係
る物品等又は特定役務の調達規
則第11条第3号）

2

フェイスシールド6,800枚の購
入（一式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月2日

ミドリ安全株式会社
東京都千代田区神田神保町3-29-1
住友不動産一ツ橋ビル5階

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

1,859,605

1,859,605

100.0

－

－

令和2年6月2日

パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン株式会社
東京都中央区銀座8-21-1
汐留浜離宮ビル

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

27,304,200

27,304,200

100.0

－

－

令和2年6月2日

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1-6-6

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

6,578,000

6,578,000

100.0

－

－

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

9,128,580

9,128,580

100.0

－

－

3

職員端末及び認証基盤の更改に 株式会社日本政策金融公庫
伴う文書管理システムの改修
管財部長 島本 さゆり
（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

4

公庫システム再構築に伴う教育 株式会社日本政策金融公庫
ローンコールセンターシステム 管財部長 島本 さゆり
の改修（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

5

公庫共通基盤（2号基盤）の機
器類に係る再リース（一式）

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月2日

6

株式会社日本政策金融公庫
支店における保管庫91台の購入
管財部長 島本 さゆり
（東京地区）（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月3日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

9,325,800

9,325,800

100.0

－

－

7

新型コロナウィルス感染症特別 株式会社日本政策金融公庫
貸付等の利子補給手続に使用す 管財部長 島本 さゆり
る窓付封筒の調達（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月3日

寿堂紙製品工業株式会社
東京都板橋区弥生町60-4

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

6,380,000

6,380,000

100.0

－

－

富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

物品役務等の名称及び数量

契約担当者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理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

2,860／時間・人

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

100.0

－

単価契約
調達予定総額
280,000,000

8

株式会社日本政策金融公庫
契約センターにおける業務委託
管財部長 島本 さゆり
（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月4日

りらいあコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木2-6-5

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

9

株式会社日本政策金融公庫
東大阪支店における保管庫の購
管財部長 島本 さゆり
入（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月4日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

2,032,360

2,032,360

100.0

－

－

10

国民業務システムのサーバ追加 株式会社日本政策金融公庫
に伴う公庫共通基盤のライセン 管財部長 島本 さゆり
ス追加（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月4日

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

14,982,000

14,982,000

100.0

－

－

11

新型コロナウィルス感染症特別 株式会社日本政策金融公庫
貸付ナビ チャットボット（一 管財部長 島本 さゆり
式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月4日

株式会社コンシェルジュ
東京都千代田区三崎町3-8-5
千代田JEBL 6F

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

4,840,000

4,840,000

100.0

－

－

12

支店における保管庫133台の購
入（北海道・東北・北関東地
区）（一式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月5日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

13,518,780

13,518,780

100.0

－

－

13

認証基盤の更改に伴うCLOVER
netの改修（一式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月5日

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1-6-6

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

2,860,000

2,860,000

100.0

－

－

株式会社きんざい
東京都新宿区南元町19

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

31,823,000

31,823,000

100.0

－

－

14

業種辞典（パソコン用ソフト
ウェア）の調達（一式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月5日

他

2,860／時間・人

他

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

物品役務等の名称及び数量

契約担当者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理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

15

手指消毒剤3,000袋の購入（一
式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月8日

澁谷油脂株式会社
兵庫県神戸市中央区海岸通6

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

3,419,541

3,419,541

100.0

－

－

16

株式会社日本政策金融公庫
支店における保管庫81台の購入
管財部長 島本 さゆり
（南関東地区）（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月8日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

8,281,020

8,281,020

100.0

－

－

17

株式会社日本政策金融公庫
第12期有価証券報告書「合意さ
代表取締役総裁 田中 一穂
れた手続」業務委託（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月9日

EY新日本有限責任監査法人
東京都千代田区有楽町1-1-2

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

3,465,000

3,465,000

100.0

－

－

18

支店における保管庫132台の購
入（近畿地区）（一式）

令和2年6月9日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

13,421,320

13,421,320

100.0

－

－

19

公庫共通基盤の更新に伴う共通 株式会社日本政策金融公庫
電子帳票システムの改修に係る 管財部長 島本 さゆり
開発業務（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月9日

JBCC株式会社
東京都大田区蒲田5-37-1

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

2,178,000

2,178,000

100.0

－

－

令和2年6月10日

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1-6-6

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

19,877,000

19,877,000

100.0

－

－

令和2年6月12日

国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構
茨城県つくば市観音台3-1-1

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

6,483,125

6,483,125

100.0

－

－

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

20

グループウェア再構築（メー
株式会社日本政策金融公庫
ル・スケジュール機能）に伴う 管財部長 島本 さゆり
メール点検機能の開発（一式） 東京都千代田区大手町1-9-4

21

株式会社日本政策金融公庫
農業技術の研究開発動向等に関
管財部長 島本 さゆり
する調査業務の委託（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

22

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

新型コロナウイルス対策資本性
株式会社日本政策金融公庫
ローン制度の創設に係る勘定系
管財部長 島本 さゆり
システム等（中小融資業務シス
東京都千代田区大手町1-9-4
テム）の改修（一式）

23

変更通知に係る誤謬訂正願書の
株式会社日本政策金融公庫
伝送化に伴う信用保険システム
管財部長 島本 さゆり
（中小保険業務システム）の改
東京都千代田区大手町1-9-4
修（一式）

24

新型コロナウイルス感染症対策
株式会社日本政策金融公庫
に係るインターネット申込シス
管財部長 島本 さゆり
テムアプリケーション保守業務
東京都千代田区大手町1-9-4
の委託（一式）

随意契約によることとした理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

14,300,000

14,300,000

100.0

－

－

令和2年6月12日

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

70,928,000

70,928,000

100.0

－

－

令和2年6月12日

株式会社ラック
東京都千代田区平河町2-16-1
平河町森タワー

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

12,870,000

12,870,000

100.0

－

－

38,951,000

38,951,000

100.0

－

－

契約を締結した日

令和2年6月12日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

25

株式会社日本政策金融公庫
公庫共通基盤における構成管理
管財部長 島本 さゆり
ツールの機能拡充（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月15日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

26

支店における保管庫141台の購
入（中国・四国・九州地区）
（一式）

令和2年6月16日

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

14,285,370

14,285,370

100.0

－

－

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（政府調達に関す
る協定その他の国際約束に係る
物品等又は特定役務の調達規則
第11条第2号）

482,825,854

482,825,854

100.0

－

－

株式会社リコー
東京都港区芝浦3-4-1

公募を実施した結果、業務の履
行可能な者が1者であって、そ
の者との契約であり競争を許さ
ないことから随意契約を行った
ものである。（契約規則第27条
第1項第1号ヘ）

1,881,000

1,881,000

100.0

－

－

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

27

公庫共通基盤（2号基盤）の機 株式会社日本政策金融公庫
器類及びソフトウェアに係る保 管財部長 島本 さゆり
守（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

28

株式会社日本政策金融公庫
契約書類管理システムに係る保
管財部長 島本 さゆり
守（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月16日

令和2年6月16日

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

随意契約によることとした理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

令和2年6月16日

南海電鉄株式会社
大阪府大阪市難波5-1-60

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

8,887,230

8,887,230

100.0

－

－

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月17日

株式会社日立システムズ
東京都品川区大崎1-2-1

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

14,806,100

14,806,100

100.0

－

－

令和2年6月17日

日本通運株式会社
東京都港区海岸3-18-1

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

100.0

－

令和2年6月18日

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

11,297,000

11,297,000

100.0

－

－

令和2年6月18日

株式会社富士通エフサス
東京都品川区西品川1-1-1

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

9,952,800

9,952,800

100.0

－

－

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

4,717,020

4,717,020

100.0

－

－

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

11,974,710

11,974,710

100.0

－

－

契約を締結した日

29

株式会社日本政策金融公庫
大阪契約センターにおける貸室
大阪契約センター所長 高橋
の借用（一式）
大阪府浪速区難波中2-10-70

30

BCP用モバイル回線の増設に係
る通信回線サービス（一式）

31

本店等における受付及び審査応 株式会社日本政策金融公庫
援にかかるセキュリティ便の調 管財部長 島本 さゆり
達（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

32

新型コロナウイルス対策に伴う
株式会社日本政策金融公庫
簡易査定対象先の一時的拡大対
管財部長 島本 さゆり
応に係る情報系システムの改修
東京都千代田区大手町1-9-4
（一式）

33

ネットワーク機器の更新に係る 株式会社日本政策金融公庫
役務及び機器追加（開発）（一 管財部長 島本 さゆり
式）
東京都千代田区大手町1-9-4

34

ネットワーク機器の更新に係る 株式会社日本政策金融公庫
役務及び機器追加（賃貸借）
管財部長 島本 さゆり
（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月18日

支店における保管庫115台の購
入（信越・北陸・東海地区）
（一式）

令和2年6月18日

35

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

智

契約の相手方の商号又は名称及び住所

株式会社富士通エフサス
東京都品川区西品川1-1-1
東京センチュリー株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

22,000／往復

他

22,000／往復

他

単価契約
調達予定総額
4,950,000

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

随意契約によることとした理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

令和2年6月22日

NECフィールディング株式会社
東京都港区三田1-4-28

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

14,506,124

14,506,124

100.0

－

－

令和2年6月23日

弁護士 堀内 幸夫
弁護士 渡邉 実
東京都千代田区有楽町1-10-1
有楽町ビル422区

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（契約規則第27条第1項
第1号ホ)

6,435,000

6,435,000

100.0

－

－

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月23日

KDDI株式会社
東京都千代田区大手町1-8-1

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

1,532,520

1,532,520

100.0

－

－

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

36

株式会社日本政策金融公庫
海外端末環境の更新に係る構築
管財部長 島本 さゆり
業務（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

37

国民生活事業本部（本店及びさ 株式会社日本政策金融公庫
いたま支店他18支店）に係る顧 管財部長 島本 さゆり
問弁護士契約（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

38

Azure接続回線サービス（一
式）

39

東京契約センターで使用する封 株式会社日本政策金融公庫
入封緘機の借入及び保守（賃貸 管財部長 島本 さゆり
借）（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月25日

リコーリース株式会社
東京都千代田区紀尾井町4-1

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

8,989,200

8,989,200

100.0

－

－

40

東京契約センターで使用する封 株式会社日本政策金融公庫
入封緘機の借入及び保守（保
管財部長 島本 さゆり
守）（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月25日

リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

4,829,220

4,829,220

100.0

－

－

41

NASのデータ削除用プログラム
の作成に係る開発（一式）

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本 さゆり
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月25日

NECフィールディング株式会社
東京都港区三田1-4-28

現に契約履行中の役務の供給に
関連するものであって、他の者
をして履行させることが不利と
認められるため随意契約を行っ
たものである。（契約規則第27
条第1項第3号イ）

4,048,000

4,048,000

100.0

－

－

42

株式会社日本政策金融公庫
A4クリアフォルダーの作製（一
管財部長 島本 さゆり
式）
東京都千代田区大手町1-9-4

令和2年6月30日

株式会社カルテフォルダードットコム
東京都大田区大森中2-19-12

緊急の必要により競争に付する
ことができず、やむを得ず随意
契約を行ったものである。（契
約規則第27条第1項第2号）

12,496,000

12,496,000

100.0

－

－

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

件数

43

物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

株式会社日本政策金融公庫
職員端末の返還に伴うデータ消
管財部長 島本 さゆり
去に係る作業の委託（一式）
東京都千代田区大手町1-9-4

契約を締結した日

令和2年6月30日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

随意契約によることとした理由
（企画競争又は公募）

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

落札率
（％）

再就職の
役員の数

備考
（単位：円）

業務目的を達成するために不可
欠な特定のサービスについて、
当該サービスを提供することが
可能な者から提供を受けること
から、随意契約を行ったもので
ある。（政府調達に関する協定
その他の国際約束に係る物品等
又は特定役務の調達規則第11条
第2号）

55,273,680

55,273,680

100.0

－

－

