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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002501 入札日時 平成30年 2月28日　　午前09時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高畠城端栄町線道路改良その２工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成30年 3月 1日　から　平成30年 3月27日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \25,000,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \25,050,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3        \25,080,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦

（２）落札額 （税抜）        \25,000,000

（税込）        \27,000,000 うち消費税相当額         \2,000,000

（３）予定価格 （税抜）        \25,110,000

（税込）        \27,118,800 うち消費税相当額         \2,008,800

（４）        \22,320,221低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \24,105,838 うち消費税相当額         \1,785,617

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主査　田中　輝美
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002445 入札日時 平成30年 2月28日　　午前09時05分

木質ペレット製造施設敷地外構工事
件名

施行場所 南砺市　上原　地内

期間 平成30年 3月 1日　から　平成30年 3月27日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \15,300,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \15,280,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3        \15,250,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政4        \15,200,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \15,200,000

（税込）        \16,416,000 うち消費税相当額         \1,216,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,350,000

（税込）        \16,578,000 うち消費税相当額         \1,228,000

（４）        \13,635,671低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,726,524 うち消費税相当額         \1,090,853

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主査　田中　輝美
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002484 入札日時 平成30年 2月28日　　午前09時10分

２９災１０８号市道皆葎小瀬線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小瀬　地内

期間 平成30年 3月 1日　から　平成30年 3月27日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \29,000,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \28,980,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \28,940,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4        \28,940,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5        \28,950,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6        \28,970,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7        \28,960,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文8        \28,890,000                                     落札

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生9        \28,910,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文

（２）落札額 （税抜）        \28,890,000

（税込）        \31,201,200 うち消費税相当額         \2,311,200

（３）予定価格 （税抜）        \29,020,000

（税込）        \31,341,600 うち消費税相当額         \2,321,600

（４）        \25,832,364低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \27,898,953 うち消費税相当額         \2,066,589

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主査　田中　輝美
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002354 入札日時 平成30年 2月28日　　午前09時25分

福光庁舎環境衛生管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学1           \828,000                                     落札

新星㈱　代表取締役　森　重雄2           \835,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3           \840,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \841,000                   

㈱ホクタテ　代表取締役　西田　隆文5           \838,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）           \828,000

（税込）           \894,240 うち消費税相当額            \66,240

（３）予定価格 （税抜）           \845,000

（税込）           \912,600 うち消費税相当額            \67,600

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主査　田中　輝美
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002366 入札日時 平成30年 2月28日　　午前09時30分

総合行政情報システムサーバー機器等その２賃貸借
件名

施行場所 南砺市　地方創生推進課

期間 平成30年 3月 1日　から　平成35年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　北陸支店
　支店長　野村　敏之

1        \14,370,000                   

ＮＴＴファイナンス㈱　北陸支店　支店長　篠
﨑　健治

2        \14,256,000                                     落札

㈱高志インテック　代表取締役社長　根岸　幸
博

3        \14,289,000                   

㈱ＪＥＣＣ　・　専務取締役　村上　春生4                   辞退

日通商事㈱　富山営業センター　所長　林田　
憲治

5        \14,484,000                   

日立キャピタル㈱　・　執行役　安栄　香純6                   辞退

富士通リース㈱　北陸支店　支店長　北山　光
宏

7        \14,610,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ＮＴＴファイナンス㈱　北陸支店　支店長　篠﨑　健治

（２）落札額 （税抜）        \14,256,000

（税込）        \15,396,480 うち消費税相当額         \1,140,480

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主査　田中　輝美
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